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佐藤舅副会長

相談内容は、定期的に行われる委員会でも検

討されてきましたが、当初予定していたワンス

トップサービスとしての機能だけでなく、匿名

のまま継続的に見守り、相談を受け入れること

で虐待などへの移行を予防できる可能性がみえ

てきました。朴|談内容のうち、情報提供やアド

バイス以外に、カウンセリング的対応を要した

ものがｌ／３を占めていました。「子育ての不

安、辛さ、苛立ち」を主訴とするものは、幼児

の保護肴からが最も多く、１歳児の親がその大

半を占めています。そして、その主訴の大半

は、相談者白身の孤立感、精神的不安の訴えが

多いのも特徴です。すでに精神疾患の診断がつ

いている例も２割程度兄られました。

この、入園前の子どもをもつ若い親への支援

を、どのようにして行ってゆけるのか、今後の

大きな課題ですが、乳幼児健診や予防接種など

で、この世代に寄り添える立場にある小児科医

も、支援のチャンネルとして重要であると思わ

れます。

保育所発祥の地（と市長も公言しています）

新潟Tbは、「日本一子育てにやさしい都市」を

目指して了育てしやすい体制作りを整えていま

す。公的なサービスだけでなく、様々な子育て

サポートを行う団体があり活動しています。し

かしそのサービスがばらばらに展開きれている

ことから、市民の相談窓口を一本化することで

利便性を向上させようと、ワンストップサービ

スとして「子育てなんでも相談センターきらき

ら」が、新潟Th社会福祉協議会によって、lz成２２

年に立ち上げられ、この22,23年度分の報告書

が最近発刊されました。

これまでの行政による相談事業と異なる点

は、守備範囲を限定してない、つまり「子育て

に関すること」というくくりであれば、すべて

を受け入れ、相談・助言・情報提供・連絡調整

をおこなっていること、コーディネーターが、

カウンセリング技法を活用しつつ、’''１題の解決

につながる他機関、相談者を結びつけるよう努

力していること、そして、１回のｲ'1談ですまな

い例では、継続的に相談支援をおこなっている

ことなどがあげられます。基本的には匿名での

相談をうけ、電話だけでなく、メール、ＦＡＸ

での相談を受け付けています。これらを直接行

うコーディネーターを可各分野の専門家のあつ

まる専門委員会が支える形で、事業を展開して

きました。

「廣川宏先生、’1本小児科医会名誉会員に」

平成25年６月８日、大阪市中央公会堂で開催

されたロ本小児科灰会平成25年度定時総会にお

いて26人'二|のL１本小児科医会稿誉会員として承

認されました□

たいへんおめでとうございます。

１

-.Ｌﾕｰｰｰｰ_全二Ｊ
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新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科長崎啓祐

iiiiiJはじ1.めに■■ｺﾞJJ｢H■TJJ

健康な子どもは、遺伝子レベルで規定された本人

の成長のペースで、身長が増加する。低身長や成長

率低下をみとめる際には、小児に何らかの問題がお

きている可能性があり、医療的な介入が必要であ

る“小児科医は低身長を主訴として受診した場合に

限らず、常に児の成長に注意を払い、成長障害を見

逃さない姿勢が大切である。低身長児の多くは、医

療的な介入の必要としない家族性低身長や思春期遅

発症などであるが、時に環境の問題や内科的疾患な

ど治療可能な疾患が隠れている。低身長児の診療

は、さまざまな疾患に対する知識が必要であり、ま

さに小児科医としての総合力が必要とされる『〕本稿

では、低身長の児に対して、どのように対応すべき

か、特に内分泌疾`患以外の低身長の要因に関して、

筆者の私見を踏まえて概説する．

は日本小児内分泌学会のホームページ（http://jspe

uminjp）よりExcelファイルをダウンロード可能で

あり、活用頂きたい。

l3IIJ精査すべき低身長J■■圧T注n.■■丘溌■＿

低身長児の診療において、どこまで精査すべきか

を見極めるためには、以下の３つが重要である。

LTargetheight、２．成長曲線の作成、３．骨年齢

LTargetheight

身長を規定している因子のうち、両親の身長は最

も重要である。lEl標身長（Targetheight,Ｔｍは、

ｌ／２×（父親の身長十母親の身長±13）で求めら

れ、Targetrangeは、男児はＴＨ±９ｃｍ、女児では

ＴＨ±８ｃｍである。ただし、両親のどちらかに身長

に影響を与える病的な異常がある場合は、ＴＨは無

意味になる二また両親どちらかが極端に大きいか、

小きい場合ＴＨはあてにならないので注意が必要で

ある．例えば、父親の身長が158ｃｍ、母親の身長が

147ｃｍの場合、男児のＴＨは159ｃｍであり、これは

成人男児の平均身長の－２.ＯＳＤに相当する。この場

合、－２ＳＤに沿って成長するのがこの男児の健常

な成長であることが予想される□一方父親が

167ｃｍ、母親が138ｃｍの場合も男児のＴＨは159ｃｍ

であるが、この場合は、母が極端な低身長のため、

ＴＨは無意味である．常染色体優』性遺伝性疾患を考

えるべきである．

児の身長がTargetrange以下であれば、精査が

必要である。低身長を主訴に受診した児であれば、

targetrange内であっても、ＴＨよりも低いような

■l低身長と.はji､鰯■■{■■■■■■
“Ｐ日

低身長症の医学ﾛｩな定義は、日本では同性同年齢

の平均価の－２ＳＤ値を下回る場合としている，こ

の値は、人為的に定めたものであり、一般小児の

2.3％（1,000人中23人）が該当することになる。－２

ＳＤ以下の身長であれば、病的な異常が含まれてい

る可能性があると考えるべきだが、一方で－２ＳＤ

以上であっても病的な異常を否定できるものでもな

い。現在の基準値は、2000年の学校保健統計調査に

基づく横断データが使卜Hされている｡体格指数計算

ソフトが、ロ本成長学会・日本小児内分泌学会今川

標準値委員会で作成されており、n本成長学会また■■■■■■■■・ ‐ョＪＩＰｄｌＩ冒凸ＩｑＩョ‐‐‐冒勺」ＰⅡ｛川し》
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表１．低身長初診時のファースとライン

左手Xp(骨年齢屯と）必要に応して全身骨Ｘｐ
血算生化学

ＡＬＰＣａＰＭｇＮａＫＣｌＴｃｈｏｌＴＧＵＡＢＵＮＣｒｅＡＳＴＡＬＴＬＤＨγＧＴＰＴＰなと
静脈血,夜カス乳酸
内分必検査
ＴＳＨＦＴ４ＦＴ３１ＧＦ－１ＬＨＦＳＨＴｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎeorEstrad'ｏｌｌｎｔａｃｔＰＴＨ）

染色体検査(女児または複数の奇型を認める場合）

ｵしている場合は、必ずしも精侭は不要である『］上記

以外は、低身長の要因に関して精査をした方がいい

と思われる。現在、小児慢性特定疾`患のＧＨ治療の

開始基準が－２．５ＳＤ以~｢であることから、身長が－

２．５ｓＤ以下になるまで粘査されない事例を経験する

が、－２．５ＳＤはあくまで行政上の雄準であり、基本

的には－２ＳＤ以下の低身長であれば、精査の対象

とすべきである。参考までに大学病院で行っている

低身挺精査時の検査内容を表ｌに示す。（必ずしも

全ての項日を検査すべき必要はなく、各施設の立場

で症例毎にご検討頂きたい）

ら精査をしてもいいと思われる。

２．成長率の確認

成長率（成長速度）の評価のためには、成長曲線

の作成が必須である。成長率が保たれていれば、

じっくりと低身長の精査をすすめてよいF,－ﾉﾉ、成

長率の低下が明らかであれば、早急に精衙をすべき

である。２歳頃までは、生理的なcatch-downや

catch-upがみられるが、２～３歳以降、思春期開始

までは、本人の成長曲線にそって成長する。思春期

年齢より前に、現在の成長曲線から下方へシフトす

る場合、成長障害を来す病態が考えられる。一般的

な思春期年齢で現在の成長曲線からゆるやかに下方

にシフトする場合は、思春期発来の遅れを示すもの

で、体質`性思春期遅発症と考えられ、最終身長は正

常になることが多い。

３．竹年齢の確認

日本人小児標準化TannerWhitehouse2法の

RUS法（１３個の管骨を評価）で竹年齢の評IilIiを行

う。健常児の骨年齢は、暦年齢と一致する。低身長

の場合は、骨年齢は遅延していることが多い。極端

に遅延している場合（暦年今より２年以上遅れてい

る）は、成長ホルモン（以下ＧＨ）や甲状腺ホルモ

ンの不足、思春期であれば』性ホルモンの不足を奔走

する必要性がある。また－部の奇形症候群や栄養不

良などでも骨年齢は遅延する。一方、低身長であり

ながら竹年齢が促進している場合には、骨年齢相』Ｌｉ

の身長ＳＤはさらに低いので、精査した方がいいだ

ろう。第４中手骨の短縮やcarpalangleの狭小化は

ターナー症候群の特徴であり、第１，４，５中手骨

や末節骨の短縮は偽性副甲状腺機能低下症Ia型／偽

性偽性副甲状腺機能低下症などで認められる。

■低身長の要因

低身長をきたす疾,患は、非常に多岐に渡りさまざ

まな疾患の鑑別が必要である。低身長の要因とし

て、ｌ）遺伝的な関与（体質性、家族性低身長など)、

２）環境要りs１，３）内分泌疾`患、４）その他の疾`世

に大別され、それぞれの要因につき精通している必

要性がある。問診・診察・検査はこれらの要因を考

え、進めることになる。

Ｌ遺伝的素因

一般的な遺伝的素因による低身長としては、家族

性低身長、体質性思春期遅発症、ＳＧＡ性低身長症

の一部があげられる。これらは、基本的には治療の

対象にならない低身長（特発性低身長）で、外来で

最も高頻度に経験する病態である，

（a）家族性低身腫

現在の身長が－２ＳＤ以下で、父または母の身

長が、そのＨｆ代の－２ＳＤ以下（父157ｃｍ、母

145ｃｍ以下）、ＴＨが－Ｌ５ＳＤ以下（男162ｃｍ、

女150ｃｍ以下）を満たすものと定義されてい

る。

（b）ＳＧＡ性低身長

１，生時の体重および身長がともに在胎週数相

低身長を主訴に受診した場合、１１１親ともに身長が

低めでＴＨが児の身長ＳＤと矛盾せず、成長率が保た

３
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当の10％タイル未満で、かつ１Ｍ三体重または身

長のどちらかが、在胎週数朴ｌ当の－２ＳＤ未満で

あり、かつ２歳までにcatchupせずに身長が

－２ＳＤ以下と定義されている。この疾`患に対

するＧＨ治療が、2008fﾄﾐに本邦において保険適

応となっている。ＧＨ治療の適応条件は、勝年

齢が３歳以上、身長ＳＤが－２．５ＳＤ未満、治療

前の成長率ＳＤがＯＳＤ未満の場合となってい

る。問診時に在胎週数、Ｉｌ１Ｌｌﾐ体重、身長、頭囲

を必ず聴取する必要がある。ＳＣＡ`性低身長症

の診療においては、「SGA性低身長症における

ＧＨ治療のガイドライン｣、「SGA性低身長症に

おけるＧＨ治療の実施_'2のiLi2意（2010｣04111改

訂)」を参考にされたい。いずれも日本小ﾘj内

分泌学会のホームページ（http://jspe・uminjp）

でdownload可能である。１１験例では、満期塵

のSGA`性低身長は、何らかの基礎疾,世（Silver-

Russell症候群、maternalUPD（14)、Floating‐

Harbor症候群など）を有していることが多かっ

た。ＳＧＡ性低身長症として、ＧＨ治療を行う際

には、特に満期産児については、蕊礎疾患の有

無につき注意深い検討が必:要である（そもそも

ＧＨ治療の開始条件として、出生後の成長障害

が、ＩＵＧＲ以外の疾患等に起因する悠者でない

こと、Silver-Russell症候群を除くと記載されて

いる）。満期産のＳＧＡ性低身長症のうち、

IGF-l相対的高価（][常範l)Hのこともある）で、

軽度の発達の遅れなどがある場合には、IGF-l

受容体異常症を考えるべきである。ＳＧＡ性低

身長は、異質性の高い疾M5Aであり、ＧＨ治療は

薬理学的治療となるため、専門医での経過観察

が望ましい疾Aiiであると思われる。

(c）ＳＨＯＸ遺伝子異常姉

身長を規定する遺伝的|火I子のなかで、ＳＨＯＸ

遺伝子異常はiii独で成人身長を約２ＳＤ(１２ｃｍ）

低下させることが知られている。特発'性低身長

の約，～２％を占めることが報告されており’'、

我々も低身長の精査からＳＨＯＸ遺伝子欠失を経

験している２１。ＳＨＯＸ遺伝子異常症は、低身長

の他にMadelung変形と称される榛''１１鯵の短縮と

湾'''１，尺骨の背側変位による手関節のjlli脱、を

認めるため、手関節の変形の有無や1Mi腕部レン

トゲンでの確認必要である。常染色体優性遺伝

性疾`患であるので、両親のどちらかが低身長で

ある場合にも鑑別にあげられる。海外ではＧＨ

治療の対象疾患になっており、今後Ｈ本でも

ＧＨｉ台療の有効性について検討される予定であ

る｢’

２．環境要因

人の成長における環境要因の影響は、戦後の鹸終

身長の1W加からも明らかである。現代において、問

題になりうる環境要因を表２に示す。

諦検査で異常がなくとも成長率低下あれば、環境

改善を含めた医学的な介入が必要とjiLAわれる。低身

長児の診療において、児の成長を敢大限Ｉ''１ばすため

の、さまざまな環境の整備が必要であろう。雄本

は、jiMl1,1,1ﾐしい食上|ﾐ活、適度な運動、ｌｌ１寝171起き（質

のいい||恥llBL)、ストレスをためないことである□

（a）栄養摂取不良

低身長)Itlの多くは、食が細く食欲にムラがあ

ることを経験する。また、蛋「1摂取制限下で

は、IGF-lIifIが著明に低下することが知られて

おり３)、摂取カロリーだけなく、食事の質に関

しても成長に影響がある。鉄、、鉛、カルシウ

ム、ビタミンＤなどについても摂取不足がない

か確認した〃がよい。低身長児の診療におい

て、食事内容を含めた栄養状況の見直しが大切

である。

「1二乳をたくざん飲むと背がのびるのか？」

と、川されることがある。ノ'二乳摂取Ｍ:と成及に

表２環境要因による成長障害

栄養摂取不良(カロリー蛋白質,鉄,亜鉛）
心理･社会的要因(いじめ,不安定な家庭環境,愛情遮断症候群など）
過度な運動
ステロイド使用(吸入ステロイド,ステロイド軟實も含む）
睡眠障害(睡眠時無呼吸など）

４
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と考えられる。低身長時の診療においては、睡

眠時無'1乎吸の右無についても評価が必要であるにⅢ

（d）心理・社会的低身長

小ﾘ６期は、一般に身体と精神がより密接に関

連している．愛'h'7遮断症候群、身体的虐待、性

的虐待、養育者の精神的不安定など心理・社会

的な要因は成長障害をきたしうる｡特に成長率

低下がみられる場合には、児の精神状況および

家庭環境因子など含めた包括的な対応が必要で

ある｡

３．内分泌疾患

成長障害に占める内分泌疾,題は、多く見積もっ

ても１０％以下で決して多くはない。しかし、治療

可能な低身長という意味では、見逃してはならな

い病態である。表１にあげた内分泌検査で異常が

あれば、精査および対応に関して専門医へ御相談

頂きたい。具体的な疾,患としては、ＧＨ分泌不全

性低身腫症、後天性甲状腺機能低下症（橋本病、

萎縮性ＩＥＩ]状腺炎)、思春期早発症、性腺機能低下

症、偽性副甲状腺機能低下症、低リン血性くる病

などである。先天性下垂体機能低下症や遺伝性

ＧＨ分泌不全症（ＧＨｌ遺伝子異常症）などの重症

例では、生後まもなくより成長障害をきたすた

め、重症例では乳ﾘﾋlであっても負荷試験を含めた

検査、早期のＧＨ治療が有効である９)｡

４．その他の疾`患による低身長

さまざまな疾患で低身長をきたしうる。例え諸検

査が正常であっても、安易に特発性低身長とせず、

可能な限り診断名をつけるようｌI々知識の更新が必

要である。先天異常（染色体異常症、奇形症候群)、

骨系統疾患、先天代謝異常症、慢性疾患（炎症性腸

疾,患、腎不全、心不全、腫瘍等)、尿細管異常症な

どを丁寧に鑑別する姿勢が大切である。表３に頻度

の高い疾患を列挙する。

（a）染色体異常症

女児の低身長では、ターナー症候群を否定す

る必要性がある。｜川らかなターナー什格徴候が

ない場合でも、ターナー症候群は否定できな

いＧＨ胎療の適応疾患になっていることから、

早期の診断／治療が重要である。尚、染色体検

査を行うにあたっては充分な説明が必､要であ

関するいくつかの介入研究では、コントロール

群に比して-0.3～＋07ｃｍの身長増加が報告さ

れているが、アメリカの大規模研究では、小児

期の牛乳消費量は、成人身長の独立した正の因

子とされている''１１〕しかし、これは牛乳をたく

さん飲めば背が伸びることを示している訳では

なく、適切なカロリー、蛋白を含めたバランス

の良い食生活が児自身のもつ成長を促すことを

意味している。

また「身長を伸ばす効果がある」と宣伝され

ているサプリメントなどの服用に関しては、小

児内分泌学会のホームページ（http://jspe

uminjp）に学会としての見解を掲載しており、

一読願いたい．

(b）ステロイド吸入、内服

ネフローゼ症候群や膠原病などで使川きれる

糖質コルチコイドにより、成長障害をきたすこ

とは周知の事実であるが、喘息､などで用いられ

る吸入ステロイドによる成長への影響は明らか

ではなかった。昨年NEnglJMedに小児期の

吸入ステロイドが成人身長に影響を与えること

が報告された5)。Budesonide400ug/dayを４

－６年使用した群では、controlに比べて成人

身長で-1.2cｍ（95％信頼区間一Ｌ９～-0.5）低

い結果であった。また、アレルギー性鼻炎に対

する治療薬として使用されるセレスタミン（ベ

タメタゾン0.25ｍｇを含有）による成長障害も、

自験例も含め毎年のように報併されている6)。

低身長児の診療時には、剤型を問わず糖質コ

ルチコイド製剤の慢性的な使)[１１に関しては、注

意すべきである□

(c）脈眠時無呼吸症候群

脈眠時無呼吸症候群は、夜間の低酸素川症や

睡眠障害により、夜間ＧＨの分泌低下やIGF－１

低下が知られている７１。扁桃アデノイド摘出後

の成長とIGF-l等を検討したメタ解析の結果、

術後有意に身長ＳＤが増加（Ｏ３４ＳＤ９５％信頼区

間Ｏ２－０４７ＳＤ）している８)。またli1様に、

IGF-lや体重も増加している．睡眠時無呼吸の

改善により、内分泌環境だけでなく、栄養摂取

量も増加するために、成長促進効果が得られる

５

“ｌｉｉ
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表aさまざな疾患による成長障害

･先天異常(染色体異常）Turner症候群,Down症候群など
･先天異常(奇形症候群）
･骨系統疾患
･ＣａｌP代謝異常
｡｜慢性疾患

Noonan症候群､ＰＷＳ､２２q11.2欠失症候群など
軟骨無形成症､軟骨低形成症など
低P血症Ｉ性くる病など
腎不全､心不全､腫瘍など
炎症性腸疾患、胆汁うっ滞症など
尿細管性アシドーシス,Gitelman症候群など
糖原病I型など

｡尿細管機能異常症
･先天性代謝異常症

PWS;プラダーヴィリー症候群

必要である。年少児ではarmspanもあてにな

らず、軽度の下肢短縮のみ認めることが多い''１。

成長曲線の他、頭囲曲線、座高曲線などを利用

し、イ１１対的な大頭や下肢の短縮の有無を評価す

ることが大切である。レントゲン所見も軽微な

ものが多く、診断が難しいこともある。また新

生児期の骨盤レントゲンが診断の参考になる可

能性がある'１)。Ｃｏｍｍｏｎ変異に関しては、当科

で解析可能であり、レントゲン診断含めてご紹

介頂きたい。その他の稀な骨系統疾`患の診断に

おいても、まずは当科に御相談頂きたい。

(｡）先天代謝異常症

さまざまな代謝異常症で、成長障害をきた

す。糖原病Ｉ型は、低身長の他、肝肺、人形様

顔貌の他、高乳酸血症、高尿酸血症、肝機能異

常などを認める。診察所見と表ｌのファースト

ラインの検査で疑う事は可能である。その他、

原liEI不明の発達の遅れや代謝性アシドーシスが

診断の契機になる。

(e）慢性疾`世、内科的疾患など

●慢性腎不全

ＧＨ治療の適応疾`患であり、腎機能検査は

必須である。糸球体濾過率が２５ｍl／分

／L73m2未満では、身長ＳＤが低下し、その低

下の程度は腎機能の悪化の程度と相関する。

●腎尿細管』性アシドーシス

曰験例においても低身長のみの主訴から遠

位尿細管性アシドーシスと診断した症例を経

｜験している'2)･初診時のアシドーシスの確認

は必須である．その他Gitelman症候群など

の尿細管機能障害では低身長をきたしうる。

低Ｋｍ症、Ｃａ欠乏に伴うくる病、代謝性アシ

ドーシスが成長障害の要因である。

り、疾,患についての説明ができないのであれ

ば、専門医に委ねるべきである。その他の染色

体異常症の多くは、低身腫以外の身体的な特徴

を有する。複数の奇型を伴うようであれば、－

度は染色体検査を行うべきであろう、

(b）奇形症候群

成長障害を伴う奇形症候群は数多く報告され

ている。低身長診療において頻度の高い奇形症

候群として、Noonan症候群、Prader-Willi症候

群（PWS)、２２qlL2欠失症候群、Williams症候

群,Aarskog症候群などである。このうちＰＷＳ

に伴う低身長は、ＧＨ治療の対象疾患になって

いる。また現在、Noonan症候群に対するＧＨ治

療の臨床治験が始まっており、今後日本でも本

疾患がＧＨ治療の対象疾患になるかもしれない。

２２qlL2欠失症候群は、原因不明の発達遅滞、

多発奇形例を対象にしたアレイ検査の結果、発

症頻度ｌ／167と非常に頻度が高いことが報告さ

れており、低身長にhⅡえ特徴的な顔貌、心疾患、

ｕ蓋の異常（鼻声含む)、’條度の発達の遅れな

どを複数満たせばFISH法で確認すべきと思わ

れる。我々は、低身腫、直腸肛門奇形、心房中

隔欠損症から22qlL2欠失症候群と診断した症

例を経験しているIC)。

に）骨系統疾患

骨系統疾患のうち軟骨無形成症、軟骨低形成

症は、ＧＨ治療の適応疾`１１Aになっていることか

らＬ正しく診'折することが必要である□軟骨無

形成症は、胎児および新L１ﾐﾘ.期からの著明な四

肢短縮、頭囲拡大などを認めるため、新生児期

に診断されることが多い。一方、軟骨低形成症

は、四肢短縮の程度か軽く、特徴的な顔貌を示

さないこともあり、低身長診療において鑑別が

６
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●先天性心疾`患

うっ血性心不全やチアノーゼ性疾`患で、成

長障害をきたすが、通常は乳児期に体重増加

不良として発見される。

●消化器疾`患

慢性炎症』性腸疾患（クローン病、潰瘍性大

腸炎）が成長率低下の精査で発見されること

がある。発熱、腹痛、下痢等の症状に先立っ

て成長障害をきたすことがある。胆汁うっ滞

性肝疾患では、摂取量不足、消化吸収障害な

どによる成長障害をきたしうる。

●悪』性疾`患、腫瘍

慢性の消耗性疾患において、成長障害が起

こりうる。最近、褐色細胞瞳による体重増加

不良、成長率低下の症例を経験したⅡ小児で

も初診時に、圧を測定すべきである。

ｇｅｎｅＳＨＯＸ（shortstaturehomeobox）ａｒｅａｎ

ｉｍｐｏｒｔａｎｔｃａｕｓｅｏｆｇｒｏｗｔｈｆａｉlureinchildren

withshortstatureClinPediatrEndocrinoLl6：
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１９９４．

４）WileyASDoesmilkmakechildrengroｗ？

Relationshipsbetweenmilkconsumｐｔｉｏｎａｎｄ

ｈｅｉｇｈｔｉｎＮＨＡＮＥＳｌ９９９－２002.ＡｍＪＨｕｍＢｉｏＬ

ｌ７:425,2005.
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３３:192,2010.
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ｔｈｅｅａｒｌｙｄｉａｇｎｏｓｉｓｏｆｈｙｐｏｃｈｏｎｄroplasiainthe

neonatalperiod:ｒｅｐｏｒｔｏｆｔｗｏｐａｔｉｅｎｔｓＡｍＪ

ＭｅｄＧｅｎｅｔＡ､158Ａ:6302012.

12）長||'奇稗祐他，低身長を契機に診断した遠位尿細

管性アシドーシスのｌ例小児科臨床５９:1633,

2006.

■まとめ

●低身長児の診療の際には、Targetheight、

成長曲線、骨年齢などから精盗すべき対象であ

るか否かを判断する。

●精査時は、内分泌疾`患はもちろんのこと、さ

まざまな疾`患を想定した問診（周産歴など)、

診察、検査が必要である。

●検査で異常がなくとも、成長率低下あれば、

環境改善含めた医学的な介入が必要である。

●検査に異常のない特発』性低身長であっても、

骨系統疾患、奇形症候群、その他の内科的疾`懲

の可能性を常に考え、可能な限1)正しい診断を

つける姿勢を心がけたい。

本内容は、旧三市中蒲小児科医会研究会で発表し

た。

文献

ｌ）ＲａｐｐｏｌｄＧＡｅｔａＬＤｅｌｅｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｈｏｍeｏｂｏｘ

ｇｅｎｅＳＨＯＸ（shortstaturehomeobox）ａｒｅａｎ

ｉｍｐｏｒｔａｎｔｃａｕｓｅｏｆｇｒｏｗｔｈｆａｉlureinchildren

withshortstatureJClinEndocrinolMetab87：

1402,2002.

2）ＮａｇａｓａｋｉＫｅｔａｌＤｅｌｅｔｉｏｎｓｏｆｔｈｅｈｏｍeobox
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今井干速

内の大学院生３名（細貝亮介［Hl5]、相澤悠太

[Hl9]、入月浩美［Ｈ20]）の総勢30名であります。

教室内で研究に専念する大学院生を置くのは久しぶ

りのことで、研究の活性化が強く期待されます。

また、国内外の留学についても変わらず盛んで

す。沼野藤人［HlO］がカリフォルニア大学サン

デイエゴ校にⅡllll奇病研究のために留学しました。さ

らに、吉田咲子［Hl2］がカリフォルニア大学デー

ビス校に小児かん研究のため１０月から留学予定で

す。今村勝田９］（シンガポール大学で白血病

に対する細胞治療の研究）、大塚岳人［Hl2］

(ニューヨーク大学バッファロ－校で細菌学研究）

はそれぞれ研究留学を継続中です。国内留学に関し

ては、本年４）jから高橋勇也［Hl4］が国立精神神

経センターへ、江村重仁［Hl7］がアレルギーの臨

床と研究のために国立病院機構相模原病院へ、

星名潤［Hl6］がＮＩＣＵ研修のために東京女子医

大東医療センターへ、それぞれ旅立っております。

昨年秋から新しい外来棟での診療が始まりました

(写真)。小児科外来に初めてプレイルームが設置さ

れたり、小児専用の心エコー室が整備されたりと、

手狭で機能性の低かった旧外来と比べると格段の違

いです。｜Ⅱ外米では暑すぎたり寒すぎたりとひどい

環境でしたが、新外来では各診察室が独立空調とな

り大変快適です。診察室も増え、各部歴の前には患

者呼び入れ専川のディスプレイが設置してあり、マ

イクで`患者さんの呼び込みをしないことにもようや

く慣れてきたところです。各フロアーはエスカレー

ターで移動できるようになっています。歯科も同じ

外来棟内での診療となりましたので、医科だけでな

く歯科にも受診している患者さんの利便性は大変|ｲリ

みなさまに於かれましては益々ご清栄のこととお

喜び申し上げます□本年は、内山教授の退官記念式

典に小児科学教室開講１００周年記念式典と大きな行

事が埴なり、多大なるご支援を賜りましてありがと

うございます。

さて、齋藤教授をお迎えして旱２年が経とうとし

ていますハ新体制後、教室のさらなる飛躍を目指し

て各グループが切礁琢磨しております。齋藤先生が

立ち上げられたBasicCoreLecturesは年に４回の

ペースで実施しております。これまでに、感染症だ

けでなく救急や葹解質異常などの小児科の基本領域

をカバーしてきました。原則として入局５年未満の

若手医師を対象としていますが、その他の先生方も

オブザーバー参加はﾛI能です。知識の再確認のため

にも機会がございましたら－度覗いてみてくださ

い。スケジュールは小児科ホームページで確認でき

るようになる予定です。

平成25年度８１１の'1寺点での小児科教室人事は、齋

藤昭彦教授［Ｈ３］、菊池透准教授［S63]、病院准

教授［講師］２名（池住洋平［Ｈ５］、今井干速

[Ｈ５］)、講師1名（和田雅樹［Ｈ４］)、病院講師［助

教］１名（鈴木・博［Ｈ５］)、助教５名（鈴木俊明

[Ｈ６］、長崎啓祐［Ｈ７］、大石科洋［Ｈ８］、円田

東平［Ｈ９］、金子詩子［HlO])、特任助教４名（昆

名哲［Ｈ８］、ＴＩＴⅢj咲子［Ｈｌ２]、羽二生尚訓

[Ｈ12]、佐藤英利［Hl3])、地域医療講座特任講師

１名（小川洋平［Ｈｌｌ])、医員１１名（岩渕晴子

[Hll]、山田剛史［Hl3]、金子孝之［Hl3]、小|嶋

絹子［Hl3]、長谷川博也［Hl4]、渡辺健一［Hl4]、

添野愛基［Hl4]、笠原靖史［Hl6]、１１将守

[Hl7]、太田匡哉［Hl9]、伊藤裕貴［Ｈ20])、教室

８
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上したようです。新潟県のドクターヘリが当院に配

置されましたので、毎日新潟空港の格納庫から外来

棟屋上へリポートにへりが飛んできています。

前回の「大学ナウ」でも予告させていただきまし

たが、新外来棟での診療がスタートしたことを契機

に、当科外来は完全紹介制に移行したことをご報告

させて頂きます。地域の先生方、病院の先生方との

役割分担をより明確化するための措置ですので、ご

高配のほどを宜しくお願い致します。

４月から病棟医長は長崎啓祐に交代しました。総

括医長は今井一千連、外来医長は金子詩子が引き続き

担当しています。新患ご紹介の際には、疾`患領域が

決まっていましたら各グループチーフに、そうでな

い場合の入院のご相談は病棟医長・長崎までご連絡

ください。ＦＡＸでのご連絡は025-227-0778までお願

い致します。

今後ともご指導とご鞭捷を頂けますようにお願い

申し上げます。

屋上へリポート
病棟

外来棟

111鑿Hｉ
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外来前のロータリーはエ事中です｡新潟交通のバスが乗り入れる予定です。

■また今後､アメニティーモールも着工予定です。
詞塞＝悪錘－１N

新大外来棟
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浅見直新潟胄陵大学

に軽ければ表面に浮き、銀杏や海老のように重けれ

ば茶碗の底に沈み、そのままの状態で蒸しあがりま

す。そうすると茶碗蒸しの表面と底部に具材が集中

し、茶碗の中間部は大空白層になってしまいます。

個々の具材を丹精こめて料理しても、最後はスプー

ンで一まとめにされて口に放り込まれてしまう理不

尽さ故に、茶碗蒸しは料理の主役になれないので

す。それではどうするか。

前回、茶碗蒸しがいかに不当に扱われているかと

いう理由をお話しました。そして究極の茶碗蒸しの

条件として７項目を挙げましたが、その第７番目

「７．具材の一部(特に銀杏)が表面と底の中間部

にとどまっている｡」については私が未だ実現でき

ておらず、方法を模索しているところですと書きま

したが、ついにその方法を確立しました。何故、銀

杏を茶碗蒸しの中間部に留めることにそんなにこだ

わるのか。それはですね、出来上がった茶碗蒸しを

食べてみればすぐにわかります。茶碗蒸しの蓋を開

けると柚子と三つ葉が入り混じったいい香りがしま

す。茶碗蒸しの表面にはこれらの他に、椎茸、蒲鉾

などが鎮座し、先ずこれらをスプーンなどですくっ

て食べていくと段々下へ掘り進みます。ところがこ

こで具材は突然途切れてしまい、しばらくは卵だけ

の大空白層に突入します、もっとも最近は全く具材

なしの茶碗蒸しも結構好まれ、離乳食として重宝さ

れてもいるようですが、それは子供の話です。ここ

ではあくまでも大人の本格的かつ究極の茶碗蒸しに

ついての話です。この空白層をしばらく食べ進んで

いくと、突然底部の具材層に突き当たります。多少

の違いはありますが、茶碗の底には銀杏、海老、百

合根、鶏肉、白身魚などが混然一体となってひしめ

いており個々の判別は不可能で料理人の苦労も水の

泡ですが、いかんともし難いのが現状です。

先ず卵と出汁の比率をできるだけ小さくすること

です。通常は出汁ｌカップに卵1個を割りいれます

が、これは一般的に行われている方法であり、素人

向けです。料亭などでは卵の量をできるだけ少なく

し、加熱して固まるギリギリの量を用います。こう

すると出汁の美味しさがより際立ち、プロの味にな

ります。しかし卵を極力少なくした茶碗蒸しは素人

にはかなり難しく、下手をすると固まらずに卵汁に

なってしまうためお勧めできません．しかし海老な

どの具材を底部に、銀杏を中間に留めるためにはこ

れが良いのですⅦ

先ず卵を溶かした液を茶碗７～８分ロに入れま

す。これに先ず海老、鶏肉などを入れると底に沈み

ます。この状態で蓋をし、蒸し器で４～５分（容器

と蒸し器の大きさで変わる）蒸し、いったん蒸し器

から取り出し、茶碗の蓋を開けます。そうするとま

だ表面は固まらずに液状になっているので、ここに

銀杏ｌ、２個をそっと落とし込みます。底部は４，

５分の加熱によって少し固まってるため、投入され

た銀杏は中間層に留まるはずですね。しかも未だ表

ご承知のように茶碗蒸しは川汁で溶かれた卵白ア

ルブミンが熱で凝固することによって出来上がるた

め、液体状態で入れた具材は椎茸や蒲鉾などのよう

1０



新潟県小児科医会会報No.5２

ところで具材に関して忘れてならないことは、京

都では鰐の入っていない茶碗蒸しは「そんなん、茶

碗蒸しやあらへん」と言われて恥をかきますので、

特に女性を連れて料亭へ行くときはご注意を。また

特殊なものとして、京都には「南禅寺蒸し」があり

ます。これは京都の南禅寺周辺が豆腐の名産地であ

ることから、出し汁に卵と豆腐をすり混ぜて蒸し、

仕上げに「ぐずあん」をかけ、鶏肉などの具材を入

れたものです｡しかしこれを茶碗蒸しと呼べるか議

論のあるところです。面白いところでは、具材が

｢もずく」だけの茶碗蒸しを新潟のお店で食べたこ

とがあります。一見地味な感じですが、板前さんの

腕が良いせいかとても美味しく、一頻り茶碗蒸し談

面が液体なので銀案を落とし込んだ部分に亀裂は入

りません。ここで蓋をし、再び蒸し器で５～６分加

熱したら取り出し、茶碗の蓋を開けて予め用意した

薄切りの椎茸、蒲鉾、三つ葉、柚子などを手早く入

れて蓋をし、蒸し器にもどして１分ほど加熱しま

す。これで完成です。

蓋を開けてみてください。三つ葉と柚子の香りを

楽しみながら、スプーンをそっと差し入れて味わっ

てください。今までの茶碗蒸しとは異なり、中間層

に銀杏が留まっていますに，その銀杏を味わった後
はも

で、こんどは海老、鶏肉、鰐などを111頁番に味わえま

す。これが究極の茶碗蒸しです．

義をしました。

Cニマミ之二二三 △r、、ヘア
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永山善久センター長

当センターは、母体胎児集中治療室６床を'備えた

産科部門27床と新生児集中治療室９床を持つ新生児

部門30床から構成されている総合周産期センターで

す。そもそも総合周産期母子医療センターとは、厚

労省が進める「健やか親子21」のエンゼルプランの

なかで躯われている「周産期医療ネットワークの整

備」の中核的機能を果たす施設として、各都道府県

の周産期医療協議会が認定している施設です。現

在、新潟県には当院の他、新潟大学と長岡赤十字病

院に総合周産期センターがあります。その中で当院

が最も多くの母体搬送を受け入れており、その数は

緊急母体搬送が年間１００例前後、ハイリスクのため

予め外来に紹介になる非緊急例を合わせると、２５０

から280例にもなります。

新生児部門は1987年、旧病院のときに新生児医療

センターとして開設されました。県内初の本格的な

未熟児センターであり、当時は日本海側最大級のセ

ンターとして、平成２年の新潟県新生児死亡率．乳

児死亡率全国1位に大きく貢献しました。オープン

当初のモットーは「入院依頼を絶対断らない」で、

30床の病棟に常に35例前後の入院患者がいました

が、新病院に移ってきてからは、地域の他のセン

ターと連携を取り合いながら、３０床に収まるように

努めています。

総合周産期母子医療センターに認定されてから

は、厚生科学研究で行われている「周産期母子医療

センターネットワーク」研究にも参加しており、極

低出生体重児のデータベース登録を行っています。

データベースからはベンチマークになる指標がリア

ルタイムに取り出すことができ、全国平均と比較し

て自分達の成績を評価することができます。

もうひとつ、センターが一丸となって取り組んで

いるのが、母乳育児支援活動です。ＷＨＯと

UNICEFは「すべてのお母さんが赤ちゃんを母乳で

育てられるように支援することによって、すべての

赤ちゃんが等しく最善の人生のスタートを切れるよ

うに」と「母乳育児を成功させるための１０カ条」を

提唱しました。そして「１０カ条」を完全に実施して

いる施設を「赤ちゃんにやさしい病院（BFH)」と

して認定しています。長年の私たちの母乳育児支援

が認められ、県内の施設としては２番目のＢＦＨと

して、今年認定されました。

画
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小児科岩谷津
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慈恵大、新潟大学小児科学教室の御協力をいただ

き、週に１回の外来診療をなんとか維持することが

できました。当時は、佐渡総合病院小児科の先生

や、当院に赴任された産婦人科の先生には、大変ご

苦労をおかけしたのではないかと思います。

その後、縁あって1999年（1z成11年）４月より私

が着任し現在にいたっています。着任後は、新潟大

学公衆衛生学教室、新潟大学小児科学教室、新潟大

学腎研から外来診療を助けていただき、現在は、新

潟大学小児科学教室より週にｌｌｕｌの外来の助勤をい

ただきながら（今年度は中村久乃先生と、相澤悠太

先生）診療しています。また、2010年（平成22年）～

2011年（平成23年）の期|AI、白井崇準先生が、２０１２

年（平成24年）～2013年（平成25年）の期間、小嶋

智子先生が、新潟県より派遣され、当院小児科は現

在医師２名体制です”１Ｗ台医大出身の両先生は、小

児科診療だけでなく、内科外来、内科の巡回診療等、

当院内科診療分野でも活躍しています。

さて、そのような歴史の当院ですが、４年前まで

は多額の赤字に苦しんでいました。現院長、新潟大

学第二内科所属の石塚が着任後、辣腕を振るい、３

年連続で黒字を出すまでに経営が改善されたもの

の、様々な問題をかかえ、存続の危機と常に隣り合

わせの状態です．

病院全体の問題としては、圧倒的な看護師不足の

ため、現診療体制維持の危機に直面していることで

す。当院の看護師の年齢構成は完全な逆ピラミッド

型。私より先輩の看護帥が多数在籍しています。数

の多い夜勤をこなし、フットワーク軽〈、医師のわ

がままも大日に兄ながら、看護師の皆さんは日々が

んばってくれていますし，人数さえ十分いれば、夜勤

や、休暇に配慮し、働きやすい環境を整えてあげた

いのですが、もう、５年秘前から、これ以上看護師

数が減ると病院を維持できないと言いながら、それ

でもさらに減り続け、さすがにもう今年あたりが限

当院は、1957年（昭和32年）６月１日に、内科、

外科、産婦人科、耳鼻咽喉科の４科、病床数86床（一

般42床、結核病床44床）の両津市の市立病院（平成

の大合併で佐渡が全島一市になる前の両津T1j）とし

てスタートを切りました。1981年（Ⅱ肝Ⅱ56年）６月

１日には新築工事が終了し現在の建物が完成．一般

病床130床の病院として診療を開始しました｡２００４

年（平成16年）３月の佐渡市の合併とともに佐渡市

立両津病院と名前、所属を変更し、2009年（平成２１

年）４月より経営改善の改革プランに基づき病床数

を削減し、一般病床99床となり、現在に至ります。

1999年（平成11年)、私の赴任当時は、｜ＰｌＩｌ科を中

心に、整形外科、外科、産婦人科、歯科・Ｉ」１１空外科

の各科に一人医長の常勤医師が勤務していました

が、医Hilj不足と新潟県全体の医師集約化の必要性か

ら次第に縮小され、現在は、内科医帥４ﾉi'i、小児科

医師２名、歯科・口腔外科医師１名の常勤医Iiljと、

週にｌ～２回、耳鼻科外来、整形外科外来、婦人科

外来、外科外来の外来診療を、新潟大学と佐渡総合

病院の御協力をいただき行っています。また新潟大

学と新潟市民病院から来ていただいている地域医療

研修の研修灰の先生も不可欠の戦力です。

小児科に関しては、1981年（昭和56年）の新築

オープンとともに、新潟市民病院小児科よ')小田良

彦先生の御高配で医師を派遣していただき、週に１

回の外来診療を開始。その後、1983年（昭和58年）

４月から、現在、新潟市で開業されている高橋秀彰

先生が常勤医として着任されて本格的な診療のス

タートをきりました。当時は子どもも多く、１１々の

診療も多忙を極めたことと拝察します｡その後、新

潟市民病院から、坂野忠治先生、大石呂典先生、渡

辺徹先生、河内博子先生、私、が、交代で常勤医師

として派遣ざれ診療を続けました。一時、1996年

(平成８年）より1999年（平成11年）までの３年間、

常勤医不在となりましたが、この間、新潟ＴＩ｢保健所、
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界でしょうか…。看護基準の見直しで、多くの病院

で看護師が不足し、看護師がよりよい勤務条件、教

育体制、居住条件、など、有利な条件を提示できる

病院にシフトしたわけですが、当院が魅力的な条件

を提示できていないことだけでなく、居住地として

の地域の魅力も看護師募集が進まない一因なのだと

思います．この、看護師不足の件に関し、もしアド

バイスがあれば、どうかご指導お願いします。

また、佐渡は日本における超高齢化社会のトップ

ランナー地区のひとつです。国勢調査による人ｕの

推移をみますと、私が医師になりたてだった1990年

(平成２年）には佐渡市の総人口は78,061人、０～

14歳の小児人口は12,619人（162％)、６５歳以上の高

齢者人口は18,893人（242％）でした。私が赴任し

た直後の2000年（平成１２年）には、総人Ｕ72173人、

小児人口9,467人（13.1％)、高齢者人口23,149人

(32.1％）でしたが、直近の2010年（平成22年）の調

査では、総人口62,727人、小ﾘ｡L人Ｕ7,041人（11.2％)、

高齢者人口23,081人（36.8％）です。近年の人口減

少と少子高齢化のスピードには驚惜するものがあり

ます。一小児科医としては、このままでは、仕事が

なくなるのではと不安を感じています。診療内容も

赴任当時から少しずつ変化しました。産科がなく

なったために、新生児、乳児期早期の患者さんをみ

る機会がほとんどなくなり、小児人川の減少ととも

に急』性疾`患での外来患者数が減少した一方、心の問

題による不定愁訴や、ＡＤ/ＨＤやＰＤＤなどのために

適応障害を起こし来院する`患者さんが多くなったよ

うに感じています。この分野では、いままで佐渡総

合病院の岡崎先生、はまぐみ小児療育センター、新

潟大学精神科、新潟大学小児科、の諸先生のお力に

頼り、自分自身は及び腰でしたが、今後どうしてい

くのか向き合う必要があると考えています□

先日、「成人のＡＤ/ＨＤ患者さんに、ストラテラ

の適応が通った｣、旨のWeb講演会に川席する機会

がありました．「仕事が予定どおりにすすめられな

い｣、「期限がまもれない｣、「部屋がめちゃくちゃで

持ち物の整理ができない｣、「注意がすぐに散ってし

まい、ひとつのことに集中できない｣、そのため仕

事に支障をきたしている成人の患者さんがストラテ

ラを内服すると見違えるように…自分も内服してみ

ようかと思い妻に相談したところ、「あなたのよう

なポーッとしている人はＡＤ/ＨＤの可能性はないか

ら必要ない」と言われました。そんな訳で、本原稿

の提出期限も守れず、依頼してくださった新潟大学

小児科の羽二生先生には大変ご迷惑をおかけしまし

た。まとまりのない散文ですがお許しください。
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豊鑑 病院

仁科正裕小児科

小児科医会の先生方には平素大変お世話になりあ

りがとうございます。当院は昭和21年に葛塚診療所

として開設後徐々にその規模を広げ、平成４年より

病床数199床、平成９年秋にJR豊栄駅裏の現在地に

新築移転しました。本年春より病院本体の脇に健診

センター棟が新築され、ドックや特定健診の利用者

で徐々ににぎわってきました。年間の内視鏡検査は

3000件を優に超え、透析施設を有し、地域の老健施

設20件近くの協力病院となっているので他の中規模

病院とくらべて時間・空気の流れはのんびりゆった

りしています。‘患者層は高齢者が大部分を占め、

50～60歳代などまだまだちびっ子です。豊栄駅発電

車の本数も多く通勤通学や買い物に便利なため、病

院駐車場は当院の患者さんだけでなく他院・駅に用

事のある方の車で混んでおり、まさに地域密着。駅

前は特に立ち寄るところもなく寂しいですが、アク

セスしやすいところに実用的なハコ物がまとめて整

備されています。強引と思えるぶち抜き道路とそこ

に埋もれた旧町並みや道路との間のギャップと風

情、福島潟をはじめとした自然の恵みと歴史･･住ん

でみるとはまりそうなおもしろい町･･そんなところ

に豊栄病院はあります。

す。病棟は内科病棟の中に小児科の定床４、院内出

生の新生児は産科病棟の新生児室でみます。2012年

度の小児科入院は137名、うち新生児は31名でした。

l鳴倉先生、杉山先生、里方先生、｜｣1本先生ら北区で

ご開業の教室ＯＢの先生方よりご依頼の方や、自前

の患者を少し診療します。中等症の方は、経過や状

態により新潟市民病院や新発田病院など後方病院に

お願いしますが。その閾値は私の能力や根気不足の

ためにどうも年々下がっている曰覚はあります。一

方で一人医長の田舎病院で抱えるべきではない患者

の見切り方に大きな間違いはない自負もあります。

小児科の平均在院日数は４日程度ですので小児科入

院の児は、一瞬数名になることもあれば入院ゼロが

延々と続くなど非常に大きな波があります。新生児

入院のうちｌ／３は高ビリルビン血症です。輸液や

抗生剤投与などで短期間介入が必要とおもわれる軽

症例のみ扱っています。観察処置・観察などでマン

パワーが必要となりそうな中等症の児は３名新発田

病院のＮＩＣＵにお願いしました。卒後４～５年目の

気鋭の（つもりの）先生あたりが、診療科の責任を

負う経験をするあるいは各部署とのコミュニケー

ションの練習をするのだと割り切り入職するのに

ちょうどよいレベルとおもいます。

■○豊栄病院の小児科

前任中山先生のあと小児科の常勤医不在の状態が

約３年つづきました。この間大学の先生方のご協力

のおかげで午前の一般外来と火曜午後の健診・予防

接種を維持することができておりました。平成22年

９月より仁科が常勤となりました。現在、外来診療

は火曜午後に健診と予防接種のみ、その他は基本的

に一般外来診療でｌ診のみです。ほとんど混まない

ので、希望があれば一般診察の合間に予防接種や健

診の子が来ます。火曜午後の健診と木曜午後、金曜

午前の一般外来は大学の先生の診察です。健診・予

防接種を除く１日平均外来利用者数は12～14名で

■○時間外・救急について

夜間・体１１は院長を含め常勤医１２名で日当直をま

わしているので月３～４回当直があたります。外来

スタッフはパート、臨時職員が多く、１６時を過ぎる

と当直帯の体制に移行し始め、17時からは看護師1

名と当直医以外は不在（バックアップなし）という

前提で外部からの問い合わせに対応します。他科の

医師が当面の際は「小児科の担当医不在」をいうこ

とで、私が当直の時も成人・老人の問い合わせは、

たとえ当院かかりつけであっても明らかに軽症と思

われるケース以外は「今}Iは小児科医師が坐i直であ
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■○小児科のこれまで・これから

当院産科の常勤医は１名です。「分娩取り扱いは

常勤医２名以上の施設で」という建前があるらし

く、産直兼外来助勤など大学の応援により、分娩取

り扱いができる見かけ上の体制を維持してきまし

た。本年春より大学の人員不足の影響もあり、従来

の出張派遣が困難とのこと。このためやむなく来年

２月いっぱいで当院では分娩取り扱いを中止しま

す。従来ｌか月健診に加え他の月齢の乳児健診や予

防接種のため大学のＤｒにお願いしていた当科の火

曜午後の健診のコマにも少なからぬ影響が出るで

しょう。地域に一定のニーズがあったとしても商売

としては採算がとれず、人員は減らされ、子どもに

関する案件は医師・スタッフの善意頼みで九投げ→

患者離れ・モチベーションの低下→売り上げ低下で

給料の低下…とならねばいいですね。さて…。

今後ともご指導よろしくお願いいたします。

る」ことを理由に当座の対応は急患センター受診を

お勧めしています。常勤医の中で私の年齢は若い方

から４番目です。中央区から通勤している医師が多

く、医師同士自分がみれない他科の患者をうけてそ

のつどいちいち呼び出されては体力・モチベーショ

ンが持つわけはなく、個人の心意気や独りよがりの

使命感で何とかなるものではありません。昨年から

当院で月に１回新潟市の内科二次輪番を引き受けた

ところ、救急車１０数件、とどめは加茂地区の救急搬

送まで拾わされさんざんなデビューとなりました。

救外・病棟の困惑は想像するに難くありません。急

患センターや大学・小児科医会の先生方にはご迷惑

をおかけしております。患者さんやご家族には外来

の場で救急受診が必要あるいは問い合わせてみてほ

しいケース、当座の対応や観察のポイントについて

お話しなるべく夜間受診を少なくするよう指導して

います。私、来年は急患センターのお手伝いはでき

そうです。蟻
櫻
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繍iiilijl請Iiiiiiir こＡＩ二JllIIごiMiji11ii薑iｉｕ

橋本謹也社会保険部

参議院選挙は低投票率ながら、予想皿りの'二1乢党

の圧勝に終わり、衆参のいわゆる‘ねじれ，が解ｉｉｌｉ

されました。平成26年春には２年毎の診療報酬の改

定を控え、自民党政治になっての改定の中身が気に

なるところです。

さて、保険請求の注意点についてご報告いたしま

す。

いるものです。そこで、抗菌薬を使用している場

合には静注剤はもとより経ｕ剤についても炎ｿiiﾐ性

の病iZT併記が必要です。

回．アドエアの小児適応について

アドエアは、デイスカス製剤が１００α９．２５０α

９．５００ｕｇの３製剤、エアゾール製剤が5ｑｕｇ・

ｌ２５ｕｇ・２５ｑｕｇの３製剤が販売されています。そ

のうち小児適応があるのは、ディスカス製剤の

ｌＯＯｕｇとエアゾール製剤の50ｕｇの２製剤のみで

す。

しかし、l11il`しj､の丁重ｿiii度によっては小児適応以外

の製剤を便)Ⅱする場合があ1)ます。この場合は必

要`性のコメントが必要になりますので、レセプト

摘要欄へ便ⅡIHl1lllを詳記ください。尚、500αg製

剤については高容量であり、現時点では小児への

使用を認めておりませんのでご注意<だきい。

皿抗菌薬の使用に際しての注意点について

ｌ）インフルエンザ等のウイルス感染症における使

用について

壁本的にインフルエンザを始めとしたウイルス

感染には抗菌薬の適応はありません。

インフルエンザには現在５種類の抗インフルエ

ンザ薬が使用可能となっていて、一定の効果も認

められています。このような状況での小必要な抗

菌薬の便１１]は、抗菌薬の適正使用のＩｉ１ｉからも厳に

慎まなければいけない問題と考えられます。

その他のウイルス感染症についても、しっかり

と診断がついた状況での抗菌薬の使llIはインフル

エンザと同様に慎んでいただきたいとﾊﾑ(います。

尚、細菌感染症の合併がある場合はこの限りで

はあ1)ません。しかしその場合は合併した感染旅

を表す病名の併記が必要です。

２）気管支喘息における使用について

平成22年秋の会報でもご注意いたしましたが、

「気管支§喘息」はいわゆるアレルギー`|ｿﾞIﾐの炎症で

す。感染を契機に喘息発作が増悪することは度々

経験し、そのために抗菌薬を使用することは必要

です。しかし、その抗菌薬は喘息に対してではな

く、増悪要|利となっている感染に対して投与して

画．トピナ等の抗てんかん薬の単剤使用について

トピナ、ラミクタール、ガバペン等の抗てんかん

薬は、効能効果として「他の抗てんかん薬で効果不

十分なてんかんAu巷に対する抗てんかん薬との併111

療法」と記載されています。しかし、一部の症例に

単剤使用されている場合を見ることがあります。確

かに発作当初はコントロールがうまくゆかず多剤併

用にて治療を行っていたものが、良好なコントー

ロールとなって減lil:減薬の'１１で単剤になることは想

像に難くありません。しかしこのような場合は、結

果的にLii剤になった剛[１１をレセプト摘要欄へ詳記し

て頂きますようお願い致します。
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て査定の対象となりますのでご注意ください。

尚、鉄欠乏性貧血におけるフェリチン定量検査

の、l数は、川に１回をＨ安にしておりますので、

検沓の回数についてもご注意ください。

Eu・ADHDや広汎性発達障害に対する向精神薬や抗

けいれん薬の使用について

ＡＤＨＤや広汎性発達障害,出者に対して抗精神

病薬（リスペリドン、アリピプラゾール）や抗け

いれん薬（バルプロ酸等）を投与している旋例を

散見します。これらの薬剤にはＡＤＨＤや広汎性

発達障害に対する適応はありません。使用の場合

は、適応する病名や使用理由についての詳記等に

ご注意ください。

回．「細菌性大腸炎」におけるベロトキシンの算定

について

診療報酬点数表にはベロトキシン定性検査につ

いて、「大腸菌ベロトキシン定性は、大腸菌の抗

原定性の結果より病原性大腸繭が疑われる患者に

対して行った場合に算定する。臨床症状や流行状

況から腸管出、性大腸菌感染症が強く疑われる場

合に限り、大腸菌の抗原定性を踏まえることなく

行った場合にも算定できる」となっております。

ベロトキシン定性検査を算定する場合には、た

だ「細l菌性大腸炎」の病名だけでの算定には問題

があると判断されます□この検査を行う場合に

は、病原性大腸菌感染症や腸管Ｈ１、性大腸菌感染

症（疑い含む）の病名が必要と考えますので、検

査する場合は病名等にも十分にご注意ください。

国鉄欠乏貧血とフェリチン定量検査について

鉄欠乏性貧血時のフェリチン定量検査の算定に

ついて、その算定の'三|安についてお知らせいたし

ます。

鉄欠乏性貧Ⅲを疑った場合には、まず最初に末

梢Ⅲ液一般検査とともに血清鉄やｕＩＢｃなどの検

査を行い、それからフェリチン定量検査を行うの

が一般的な検査の流れです。

小児科的には、鉄欠乏性貧血疑いにおいて、血

清鉄・ＵＩＢＣとフェリチン定量検査の併算定は認

められております。

しかし、鉄欠乏性貧血疑いで、Ⅲi青鉄やＵIBC

等の検査を行わずにフェリチン定量検査を行った

場合は、検査が認められず査定の対象になりま

す｡また、貧血疑いでフェリチン定量検査を行っ

た場合も、フェリチン定堂検査を過剰と判定され

突合審査や縦覧審査の導入を転機に、審査は細

かいことにも注意が向かっているように感じま

す。今後は今迄以上のレセプトチェックをして頂

き、公正で適正な医療の推進に努めて頂きたいと

`思います。
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［８］の割合が多いが、2002年頃からＧ３Ｐ［８］

が増加傾|(0にある。

現在世界中で１年間に61万人がロタウイルス胃

腸炎で死亡している．米国ではロタウイルス胃腸

炎により1年間に20～60人が死亡、５万５千人～

７万人が入院、６０〃人が外来を受診している。日

本におけるmeta-analysisでは、外来受診79万人、

入院２万５千～７万８千人と推計きれている。日

本でのロタウイルスの流行は1970年代は冬季に

ピークがあったが、徐々に春先に向かい現在は春

に多くなっている｡この理１１１は分からない。

ロタウイルス胃腸炎では、下痢便ｌｍｌあたり

lOlo粒子のウイルスが含まれており、これは感染

単位にしてlO6FFU（focusformil1gunit）に相当

するハ用便後0.01ｍI（ml液１滴のｌ／４）の下痢

便が手に付着したとすると、そこにはlOlFFUの

ウイルスが存在し、これは１万人を感染させ得る

ものである。

ロタウイルスは小腸絨毛の先端ｌ／３の細胞で

増殖しそこを破壊する。それにより生理機能が低

下し水の|吸収障害が起こり、下痢、嘔叶が惹起さ

れる。また、非構造蛋、のＮＳＰ４がエンテロトキ

シンとして作用する。更に、発症時には多量の

ＶＰ６がⅢ中に存在し、これが腸管外症状に関係

していることが推測される。下痢便が白くなる理

由については分かっていない。

(2)ロタウイルスワクチンの開発

1981年札1幌医科大学衛生学教室がロタウイルス

の培養に成功し、これにより中和抗体の測定が可

能になった。札|幌市内の乳児院でＧ３ロタウイル

ス胃腸炎が流行した際には、その前後で全員のⅢ

第45回新潟県小児科医会学術講演会が平成25年４

１１１３日に新潟東映ホテルにおいて開催されました。

札幌医科大学医学部小児科学講座教授・堤裕幸先生

をお迎えして「ロタウイルス感染症とＲＳウイルス

感染症」との演題でご講演いただきました。堤先碓

は1978年に札幌医科大学医学部をご卒業、1982年に

同大学院を修了きれています。苫小牧市立病院にご

勤務の後、1984年から86年にかけて米国バッファ

ロー小児病院感染症科に留学されました。国立療養

所小樽病院を経られて、1989年に札幌医科大学小児

科助手に就かれ91年に講師に昇任、2001年に教授に

就任されました。日本小児科学会代議員、Ⅱ本ウイ

ルス学会評議員、日本感染症学会評議員を始め、小

児科や感染症に関して様々な学会の役員を務められ

ています。以下に講演要旨を記します。

■Ｌロタウイルス感染症についＴ

（１）ロタウイルスの疫学

ロタウイルスは1973年オーストラリアのＤｒ・

RuthFBishopにより胃腸炎,恵児の十二指腸生検

標本から発見された。Rotaはラテン語で車輪を

意味する。ロタウイルスは正20面体構造を呈し、

１１分節の２本鎖ＲＮＡを有している。ウイルス粒

子の内殻を構成する蛋白であるＶＰ６の抗原性に

よりＡ～Ｇ群に分類されるが、ヒトから検出され

るのはＡ群が主である。また、ウイルス粒子の外

殻を構成する蛋白であるＶＰ４とＶＰ７にある中和

抗原によりＰ血清型、Ｇ血清型それぞれで分類さ

れる。ヒトから検出されるロタウイルスは、

ＧｌＰ［８］、Ｇ２Ｐ［４］、Ｇ３Ｐ［８］、Ｇ４Ｐ［８］、

Ｇ９Ｐ［８］で９割を占めている．従来よりＧｌＰ

1９
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液を採取し中和抗体を測定した。ここで得られた

知見は、①流行前にＧ３に対する'１'利抗体を有し

ていた児は発症しなかった、②異なった、猜型に

対しても抗体応答がみられた、ことである。1つ

のウイルス型に対して免疫をつければその他の多

極類のウイルスから防御できると考えられ、これ

がロタリックスの開発につながった。

1990年代初めにメキシコで乳幼児200名に対し

て、出生時から２歳になるまで毎週ｌ回採便しロ

タウイルスの有無を調べるコホート研究が行われ

た。９６％の児で１１，１以上の感染が確認されたが、

１１，１の感染はその後の感染をI隆症化し、２回感染

した児ではそれが不顕性感染であっても、その次

の感染で中等～軍症のロタウイルス胃腸炎を発症

することはなかった。この知見により２回ワクチ

ンを接種すれば重症化を防げることが予想され

た。

初めウシロタウイルス、サルロタウイルスを弱

毒化したワクチンが開発されたが効果が低かっ

た。次にサルロタウイルスにヒトロタウイルス

(Ｇ１、Ｇ２、Ｇ４）のＶＰ７週伝子を;M1み込んだロ

タシールドが発売され、米ＩＥＩで１００万ドースが投

与された。ロタウイルス感染に対する効果は認め

られたが、高頻度に腸重積が出現したため販売中

止となった。

次に第三世代のロタウイルスワクチンとして単

価ワクチン（ＲＶｌ）、５Iilliワクチン（ＲＶ５）が

開発された。ＲＶｌはヒトにおいて鮫もdominant

の株であるＧｌＰ［８］をアフリカミドリザル腎

細胞で33代継体し弱毒化したものである。一方、

ＲＶ５はウシロタウイルスとヒトロタウイルスを

共培養することで、ウシロタウイルスにＧ１～

Ｇ４ヒトロタウイルスのＶＰ７遺伝子およびＰ［８］

ヒトロタウイルスのＶＰ４遺伝子が組み込まれた

naturalreassortantをそれぞれ獲得し、それを再

集合させたものである。ワクチンに含まれるウイ

ルス量はＲＶｌでｌ×１０６infectiousdose、ＲＶ５

で12～１００×lO6infectiousdoseである。ＲＶｌの

ウイルス量はＲＶ５に比べ少ないが、ヒトの腸管

でよく増殖するため非常に強い抗体を惹起し、交

差反応により他の型に対しても効果がみられる。

一方で、ＲＶ５は腸管で増殖しにくいが、初めか

ら多Iilliのウイルスを大量に投ﾉ了することで効果が

ある。実際にＲＶｌでは接種後70～80％の児で便

１１１にワクチン排泄がみられるが、ＲＶ５では数％

である。ＲＶｌのロタウイルスＷ腸炎の重症化に

対する有効率は96.4％であり、ＲＶ５との間で明ら

かな差は認められていない。ただしＧ１と抗原`性

に折干隔た1)のあるＧ２においてはＲＶｌの有効

率は85.5％（ＲＶ５では90％以上）とやや低めだが、

現時点ではＧ２Ｐ［８］の感染は多くないため臨

床的に問題となることはない。

メキシコにおいてＲＶｌの定期接種導入後に下

痢）ii二（ロタ以外も含む）における死IL§は年llLUで

880名減少し半分になった。また、米1K|ではＲＶ５

導入後ロタウイルス胃腸炎の入院は３年間で６万

４千人減少し、220億円の医療費が削減された。

副反応については大規模な治験が実施されたが、

ＲＶＬＲＶ５ともプラセポ群と比べて腸重積の発

症頻度の増加は認められなかった。ただし、今後

接種数の増hⅡに伴い新たなリスクがわかってくる

可能性はある；

2009年ＷＨＯはロタウイルスワクチンを子ども

が接種する妓爪要のワクチンに位置付け、現在で

は多くの国々で定期接種に加えられている。

■２．ＲＳウイルス感染症について

(1)臨床、疫学

ＲＳウイルス（ＲＳＶ）は1956年に発見されたパ

ラミクソ科に偶するウイルスである。１歳までに

２０％、２歳までにほぼ１００％が催`題し、細気符支

炎の原因の70％を占めている。無呼吸発作や無気

肺を起こしやすい。毎年、冬季にほぼ同程度の流

行がみられている。北海道全域の調査結果からす

ると、毎年全ＩＥＩで２万人が入院していると推測さ

れる。入院)」齢のピークは２カノｊと５カノIにあ

り、前者ではＩ気道炎で鼻汁が多い時の無呼吸、

後ｲ2fでは細気管支炎によるものが多いとAIAわれ

る。

バッファロー小児病院に留学'１１にＲＳＶに対す

る単クローン抗体を作成、ｿfill玉l後それを１１lいて、

ＲＳＶがＡ、Ｂの二つのグループに分けられること
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を発見した。札|幌で流行するＡ群ＲＳＶについて１０

数年にI、遺伝子を調べたところ６つの遺伝子】Ｍ

が認められた）響年に流行するものはiii年のもの

とは遺伝子学的には遠いものであった。むしろ欧

米で流行していたものに近く、交通機関の発達に

よりウイルスがdynamicに１１t界中を飛び''１１ってい

ることが考えられる。

(2)病態

ＲＳＶ感染は気道上皮、マクロファージにおける

炎症`性サイトカインの転写を冗進させる。実際に

患児鼻汁中のIL-6、ＴＮＦαの濃度は急性期に11ウ

加していた。ＲＳＶにより活性化される気道上皮

細胞の遺伝子には様々なものがあるが、特にＮＦ‐

ＫＢを介したIL-8、ＲＡＮTES、ＩＬ－６の増加が病

態に関与している。

最近、ＲＳＶ感染とToll-Iikereceptor（ＴＬＲ）に

関する多くの知見が得られている。

こ)RSVに感染するとエンドソームに存在する

ＴＬＲ３が細胞表面に輸送される。ＴＬＲ３のリ

ガンドは２本鎖ＲＮＡである。ＲＳＶは１本鉱

ＲＮＡウイルスであるが増殖する際は２本鎖を

形成する。壊れた細胞から出てきた２本flll

RNAがＴＬＲ３に結合し、それにより種々の炎

症性サイトカインが放出されると考えられる。

②気道上皮細胞に存在するＴＬＲ４に対し、ＲＳＶ

のＦ蛋白がリガンドとなる。また、ＲＳＶ感染に

よ１ＭⅢ胞表IHiのＴＲＬ４の発現が冗進する。ハ

ウスダストマイト抗原もＴＬＲ４のリガンドで

あＩ)、ＲＳＶ感染により気道_し皮ﾎﾟｌＩｌ胞表Iniに増力ｌｌ

したＴＬＲ４にＦ蛋白やハウスダストマイト抗原

が結合することで炎症が惹起、波及し喘息発作

が誘発されると考えられる。

予後

乳幼ﾘj期にＲＳＶ下記道炎に罹Aliすると、その後

に反復する喘鳴や喘息を発症する頻度が高くな

る。その原|天1として現在下記の３つの仮説があ

る。

(1)ＲＳＶ感染後に下気道のremodelingが長期間続

く。

②乳幼児早期のＲＳＶ感染は、免疫をＴｈ２側に偏

らせる。

(11)吸入抗原に対して感作が成立しているiliIil体にお

いて、繰り返すウイルス`性呼吸器感染症は感作

を増強し、喘息発症のcofactorとなる。

(３）

ユーモアを交えた納々とした語り１１に魅了さ

れ、あっという問の１時''１１でした。１０月26日、２７

１１に札'M1コンベンションセンターで日本小児感染

姉学会総会・学術集会を|＃l催されると鹸後のスラ

イドで可くされました｡（会員ではありませんが）

参加して改めてお話を聞かせていただきたくなる

ような、素晴らしいご講減でした。
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真 也塚野新潟県立新発田病院小児科

当研究会は阿fLi北地域の先生方が一同に会して年

４１１１|新発ｌＨ市で開催きれておＩ)ます。症例検討を花

に行っておりますが、その他、不定lUIですが小児科

だけでなく関連分野の先生方を識i111jとしてお招き

し、up-to-dateな話題を提供していただいておりま

す。また地域の情報交換や親睦の場となっておりま

す。今後も本研究会を迎じで地域の小ﾘﾑ医療の向上

に貢献できればと,'iL(っています。

新潟県立新発田病院小児科

鈴木亮、泉田侑恵、Ｊ１深理恵、入月浩美、

相澤悠太、｜÷|井崇準、松尾真意、長谷Ⅱ|聡、

松永雅道、塚野真也、田l｣哲夫

(2)111崎炳急'性期治療戦略uptodate2012年川崎

病学会レポート

新潟県立新発H1病院小児科

塚野真也、松尾真意、泉ⅢMi恵、鈴木兜、

羽深理恵、人月浩美、相澤悠太、白井崇準、

松尾真意、長谷川聡、松永雅道、Ｈ１Ⅱ哲夫第901m｜平成24年９月ｌ９Ｈ

二11丁北蒲原郡総合健康開発センター

(1)偶然発見されたSp０２６０％台の先天`性心疾`患

２例

～チアノーゼ性心疾Aiiは見たＵだけで否定可能

か～

新潟県立新発|Ⅱ病院小児科

長谷Ⅱ|聡、泉|Ⅱ侑恵、鈴木亮、入月浩美、

羽深理恵、相澤悠太、松尾真意、松永雅道、

塚野真也、mll哲夫

(2)無熱`性けいれんで発症した新生児へルペス中枢

神経型の一例

新潟UIL立新発Ⅱ]病院小児科

鈴木亮、泉１１１桁恩、入日i佇美、羽深理恵、

ホⅡ瀞悠太、松1名真意、長谷Ⅱ|聡、松永雅道、

塚野真也、Ⅲ1-1祈夫

第92回平成25年３月１８日志まや

(1)胸痛をきたした15歳男児例

新潟県立新発川病院小児科

鈴木亮、堀口祥、羽深王1M忠、入月浩美、

相澤悠太、’'1井崇準、松尾真意、長谷)||聡、

松永雅道、塚野真也、出１１祈夫

(2)神経性食),１Ｍく振症の治療経験～どのような経過

で回復するのか～

水原郷ｿiji院小児科

塚野再思、枅烏英樹

第93回平成25年７)Ejl7H

二市北蒲原郡総合健康開発センター

(1)坐i科におけるヒトメタニューモウイルス感染症

の経１１験

新潟県立新発田病院小児科

相馬規子、万丼孝規、泉IH侑恵、鈴木亮、

松尾真意、｜iii''１原清一、長谷川聡、松永雅道、

塚野真也

第911111平成24年11月２１日

二ilj北蒲原郡総合健康開発センター

(1)急’1ft腎不全を伴ったSIRＳに対する治療中、セ

フトリアキソンによる偽胆fiを形成した一例

２２
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新潟大学医学部小児科

大ｲ序IiI洋

(2)Ill崎病をいかに治療するか～｣1科の経|験から～

新潟県立新発田病院小児科

塚野真也、木Ⅱ馬規子、石丼

鈴木亮、松尾真意、榊原

松永雅道

石井孝規、

榊原清一、

泉田侑恵、

長谷川聡、

蓬
量三〉
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済生会新潟第二病院小児科 大久保総一郎

この－年間の公開セミナー、集談会は以下のよう

な内容で開催され、会員の研鑛のため実り多いもの

となりました。今後も新潟市以外の先生方にもお知

らせするようにいたしますので、多くの先生方にご

出席いただけますようお願い申し上げます。

平成25年度は、柳本利夫会長２年Ｕの年としてス

タートいたしました。昨年度と同様、本会のF1的で

ある会員の研鏑と親睦をはかることにより、結果と

してよりよい小児医療を行うことで地域に貢献する

ことをめざすことを基本理念とし、集談会での学術

講演会や懇親会、新潟巾の小児救急への協力、市民

向けの講座やセミナーの開催、他団体との協力や情

報交換などの活動を行っております。会員数は８６

希、この－年間での移動は、退会Lizi、柴田史郎先

生でした。

これまでも新潟市急,患診療センターの運営に|察し

まして、新潟市小児科医会会員の先生力をはじめ新

潟大学小児科、小児外科の先生方にもご協力いただ

き、全同的にみても優れた体制を維持して参りまし

た可今年度は多くの診療所が休診となるお盆期ｌｌＩｊ日

勤帯を、有志の先生力のお力をお借りして稼働でき

ることになりましたい，この場をお借りして御礼を申

し上げます。しかしながら小児科医も、年を追うご

とに確実に高齢化してきております｡この先長きに

わたりこの体制を維持するためには何が必要なの

か、適正受診をどのように啓蒙していくかなど、先

生方のお知恵を借りながら検討していきたいと思い

ます,》

ここ数年の問、わが国の小児に対するワクチン接

種はめまぐるしく進歩してきました〔,新しい情報を

保護者に的確に伝える目的で、平成23年度から新潟

大学小児科教授・齋藤昭彦先生のお力添えをいただ

き、市民公開セミナーを立ち上げ継続して参りまし

た。平成25年度は10)１１９日（Ⅲ淑日）に開催いたし

ます。講演内容はオンディマンドでインターネット

配信しております｡新潟県小児科医会会員の先生方

にもチラシを配布させていただきます。先生力の医

療機関を受診される保護者のﾉﾌﾞに、セミナーへの参

加、あるいはインターネットでの閲覧を案内してい

ただきたくお願いを}|］し上げます．

第２，１[Ij氏公開セミナー

開催|」平成24年１１月11日

会場新潟市総合保健医療センター２階講堂

プログラム

第１部（講演）

ｌ）『新潟TITの予防接種について』

新潟市保健所保健管理課感染症対策室室長

高野真弓様

２）『ロタウイルスの急性胃腸炎ってどんな病

気？」

新潟ilj民病院小児科阿部裕樹先生

３）「ポリオワクチンの過去と未来」

ぼくとわたしの小児科朴直樹先生

第２部（講演）

ｌ）『子供の予防接種新しいワクチンの接種

スケジュール』

新潟大学小児科教授齋藤昭彦先生

２）『４人の演者の先生方への質疑応答』

第３部小ｿJ科医による予防接種朴Ｉ談コーナー

第279回新潟市小児科医会集談会

開催Ⅱ平成24年１Ｍ24日

会場ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟

演題講減ｌ「バイオ医薬,fII,開発とグローバル

展開｣｜

溝師協和発酵キリン株式会社相談役

松田謙先生

演題講iid12「小児の脳機能の発達』

識師公益法人東京都医学総合j1ijll:究所こどもの

2４
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演題講演ｌ『アトピー性皮膚炎治療の組み

立て方』

誌師神奈川県立こども医療センター

アレルギー科医長高増哲也先生

漬題講演２「アトピー性皮膚炎をもつこども

とその家族への看護の実際」

識師神奈川県立こども医療センター

看護師アレルギーエデュケーター

田阪祐子先生

脳プロジュクト

プロジェクトリーダー林雅晴先生

第280回新潟市小児科医会集談会

開催日平成25年３月２日

会場ホテルⅡ航新潟

演題講演ｌ『小児呼吸器感染症ガイドライン

における抗生剤の使い方」

識師大正富山医薬品株式会社

学術研修センター吉川哲夫先生

演題講演２「小児神経疾患の脳発達解析一高

磁場MRIで得られる情報一」

識師新潟大学脳研:究所統合脳機能

研究センター准教授山田謙一先生

演題講演３「インフルエンザ感染の重症化機

序の最新知見』

譜師徳島大学疾患酵素学研究センター

応用酵素・疾`患代謝研究部門教授

木戸博先生

第282回

開催日

会場

演題

平成25年８月１０日

ホテル日航新潟

講演ｌ「小児科診療に役立つ小児外科ト

ピックスｊ

新潟大学小児外科教授窪田正幸先生

講演２「ロイコトリエン拮抗薬「キプレ

ス」誕生を辿る～キョーリンの

選択』

杏林製薬株式会社医薬マーケティング部

融太郎先生

講師

演題

講師

第2811m新潟市小児科医会集談会

開催日平成25年６月５日

会場ホテル日航新潟

【し震

￣

第281回新潟市小児科医会集談会（平成25年６月５日、ホテル日航新潟）

神奈川県立こども医療センター看護師アレルギーエデュケーター

田阪祐子先生による石鹸の泡立て方の実演指導風景
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先ハ訶舗面 、公升臓i蓋 二jiIEi会Ｉ

上原由美子新潟市民病院小児科

新潟市民病院小児科では、年2,3回程度第二水曜

日に当院講堂において、新潟市周辺の小児科の先生

方にお集り頂き、公開検討会を開催しています。院

内の症例が中心ですが、院外からの症例や話題も受

け付けておりますので、今後ともよろしくお願い致

します。

２４年度の検討症例は以下のようです。

第157回平成25年３月１３日（水）

1．当院における腸重積症についてのまとめ

泉田亮平

２．母乳発症の新生児・乳児消化管アレルギー症例

上原由美子

下越病院本間丈成

について

３．その他

第156回平成24年７月11日（水）

１．低血糖'性脳症の一例池野観寿

２．低身長症の診断～低身長症の教訓的症例につい

て～阿部裕樹

２６



新潟県小児科医会会報No.5２

蕊i1iiiiliI1ll1MliillliijiiiIIliilliIillIIII;iiliilii篝
IUDユ

千葉

吉
向 正済生会三条病院小児科

本研究会は、三条市、燕市（|ロ西蒲の古Ⅲ1J、分

水町)、加茂市、見附市、新潟市（lljl生|根市、巻町）

の先生方が参加されています。

３月、６月、９月の第１木暇日は、持ち寄られた

症例の検討を行ない、また各地域の病気の流行状況

や医療情勢についても活発に話し合われています。

年末には、｜Ｆ１常の診療に役立つ演題を選んで特別

講演会を行なっています。

第１０８１１１平成25年３Ⅱ７日

Ｌ小児インフルエンザ2013

いからし小児科アレルギークリニック

五十嵐隆夫

2．当院のIlllll奇病の検討一既存の２つのリスクスコ

アを１１]いて－

済生会三条病院

牧野仁、片岡哲、千葉高正

最近１年間の演題一覧。

３．２週１１１１以上の発熱が持続した男児例→薬剤熱

済生会三条病院

千葉高正、片岡哲、牧野仁

第１０６回平成24年９月６ｐ

Ｌ森林組合員における、ハチアレルギーに関する

調査について

いからし小児科アレルギークリニック

五十嵐隆夫

第１O91TTl1I二成25年６)ｌ６Ｈ

Ｌ小児喘息は軽症化したか？

いからし小児科アレルギークリニック

五十嵐隆夫2．化膿性関節炎の３例

済生会三条病院

片岡哲、牧野仁、千葉高正 ２．熱性けいれんと診断した、くも膜襄胞の一例

済生公三条病院

佐々木頂、片岡哲、千葉高正3．頻脈を契機に発見された甲状腺機能冗進症のｌ

例

済生会三条病院

千葉高正、片岡哲、牧野仁

３．新生児早発型Ｂ群溶血性連鎖球菌感染症のｌ例

済生会三条病院

千葉高正、片岡哲、佐々木直

第１０７回平成24年llH27H

特別講演「小児科での遺伝に関する診療と研究」

講師三条こどもクリニック小林武弘先生

--1二;凸１

１ＦＴ－ｓ－１
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奥川敬祥おくがわ小児クリニック

本医会は、中越地区の病院小児科医ならびに開業

小児科医を併せて、現在51名よりにより構成されて

います。現会長は平成21年から仁田原義之先生で

す。現在定例の会は、ホテルニューオータニ長岡を

主会場として原則的に２月、４月、６月、１０月、１２

月の第１水曜日に開催しています。中越地区は広範

囲で、全員が一向に会するのはなかなか困難です

が、毎回約20名が参集しています。８月は講師の先

生を招いての講演会や懇親会などを主催していま

す。また、恒例の中越シオノギセミナー（９）Ｌｊ）で

は、国立成育医療研究センター母性医療診療部部長

の村島温子先生をお招きして「妊娠・授乳中の薬の

使い方」と題して有意義なご講演を頂きました。ま

たこの会には、県小児科医会会長の笹川富士雄先生

や副会長の佐藤雅久先生にもご出席いただきご挨拶

を頂きました。１２月には新潟大学医歯学総合病院小

児科助教の大石智洋先生をお招きして「小児呼吸器

感染症の起炎菌について～マイコプラズマを中心

に」と題してｕ常の小児科診療にも役立つ、示唆に

富んだご講演を頂きました。その後、大石先生を囲

んで本医会の忘年会を開催しました。

定例の会では、小児医療に関わる勉強会、講演会

等を行い、その後に母子保健や地域の小児医療や行

政に関して討議し、情報交換をしています。本医会

は、中越地区の小児科医の立場からみた意見を集約

し、医療保健行政に対して提言する代弁機関として

重要な役割を担っております．このような機関は各

地域にぜひとも必要だと考えます。また時には、病

院勤務の若手の先生がたとの懇親会なども主催して

会員相互の交流を深めております。

本医会が主体となり設立した事業として、中越こ

ども急患センターがあります。本事業は太田裕先生

(長岡巾医師会長)、大塚武司先生（長岡市医師会副

会長）の強力なリーダーシップのもと、長岡市、小

千谷市、見附市の各小児科医の諸先生がたのご協力

を得て、平成18年３月に立ち上げられました。本事

業は現在、これら多くの小児科医師の献身的な協力

により運営されており、当事務局としても、そのご

尽力に対してこの場を借りてあらためて感謝申し上

げる次第ですハ現在立_上げ後７年以上経過しました

が、‘患者数も年々増加しております、地域の一次医

療として、少しでも２次、３次医療を担われる病院

勤務の先生がたの負担軽減に貢献できればと考えて

おります。

中越地区はその広大な面積の割には小児科医の数

が少なく、先の市町村合併により新たに加わった町

村部など、これまでは小児科医が不在であった地域

への新たな小児保健活動も加わり、各小児科医の仕

事量もますます増加しております。会員各々精力的

に地域医療活動に励んでいるところであります。ま

た奇数月には、厚生連長岡lIj央綜合病院、郡司先

生・松井先生主宰の中越小児臨床研究会での臨床検

討会が行われ、中越地区の両翼として小児科診療の

向上に寄与すべ〈鋭意努力しております.

２８
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松井俊晴長岡中央綜合病院小児科

当i検討会は原則として奇数月の第３水曜ロに、長

'１M中央綜合病院講堂で夜７時～９時まで行っていま

す。中越地区の各病院や開業されている先生方から

様々な演題があり活発な討論が行われていますｑ各

病院の小児科で研修中の前期臨床研修医も加わI)発

表にも参加するなどにぎわいを増しています。

平成24年度の発表は以下のとおりでした。

長lifil1lI央綜合病院小児科桑原春洋

4．不明熱の粘査中に脳腫瘍を発見されたｌ例

長岡｢'１央綜合病院小ｿJ科竹内一夫

第168Ｎ（Ｈ24/11/15）

Ｌ養育過誤によ')低Naml症のｌ乳児例

長lMIlII央綜合病院小児科桑kj(存洋

２．Acutehemorrhagicedemaofinfancyが疑わ

れた紫斑病の－例

立111綜合病院小児ﾉli;｝小柳貴人

３．マイコプラズマ肺炎の治療一マクロライドⅢ|ｿﾞ'三

の扱いは？update2012

長岡'１１央綜合病院小児科郡司折LＬ

第l65lIll（Ｈ24／５／17）

１．褐色細胞腫を疑った14歳男児のｿii例

立川綜合病院小児科大川にｌｉｋ

２．非典型的な皮疹を呈したSch6nlein-Henoch紫

斑病のｌ例

長岡中央綜合病院小児科桑原春洋

３．）|llll奇病γ－グロブリン不応予測例に対するプ

レドニン初期併用療法（群馬人力式）の紹介

長岡中央綜合ｿiii院小児科松井俊l1iIj

第l691nl（Ⅱ251/17）

１．拘束型心筋症について

立)||綜合病院小児科遠藤彦聖

２．尿路感染を契機に発見された横紋筋肉脈のｌ例

長岡''１央綜合病院小ﾘ凸科桑原春洋

３．アトピー性皮膚炎で過度な除去食により体雨墹

加不良、低Ｎａｍ症を呈した一例

長liYil'１１央綜今病院小ｿJ科向橋みのり

４．乳児恥毛ｿ112のｌ例～normalvariantか？～

長岡赤十字病院小)Ｗ｝黒沢大樹

５．腹痛で来院した片側腎欠批・子宮奇形の14歳女

児長岡'１』央綜合病院小ｿ凸科松)|芒俊lＩｉｆ

第1661,1（Ｈ24/７／19）

1食物依存`性運動誘発性アナフイラキシ－

（FEIAn/ＦＤEIA）によるショックのｌ例

立川綜合病院小児科小柳貴人

２．胃腸炎症状を主訴に来院したＡ肝炎の一例

長岡中央綜合病院小児科高橋みのり

３．虫垂切除後に偶然発見された虫正カルチノイド

のｌ例

長岡中央綜合病院小児科桑原春洋

第170回（Ｈ24／３／21）

ＬＲＳＶ感染と小児急性中耳炎

いからし小児科五一}嵐隆夫

２．乳ﾘ｡{胃llIUか腱索断裂のｌ例

長岡中央綜合病院小ｿj科竹内一夫

３．骨髄異形成症候群の一例

立川綜合病院小児科′I､柳貴人

４ＴＡＲＣを指標とした小児アトピー性皮膚炎の治

第167111（Ｈ24/９／20）

Ｌ痙撃発作から診'折された脳動静lllf奇形のｌ例

立川綜合病院小児科大H1匡哉

２．ＥＨＥＣ感染によりＨＵＳをきたした一例

長岡中央綜合病院小児科高橋みのＩ）

３．腹部症状が先行したHenoch-Sch6nlein紫斑病の

ｌ例

2９
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6．急性心筋炎のｌ例療はしもと小児科橋本尚士
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新潟県小児科.医会会報No.5２

iii舅IIiI1三二i会

けいＭ総合病院小児科小川直子

■平成25年３月５曰：第161回上越小児科医会

症例検討

Ｌ当院で経験した交叉性異所』性腎の２例

UiL立中央病院小児科山中崇之他

２．尿蛋、陽｣性で発見された膵体尾部solidpseudo

papillarytumorの13才女児手術例

リ,L立''１央病院小ﾘj外科村、大樹他

３．反復性化膿性髄膜炎により診断に至った特発性

鼻性髄液漏のｌ例

糸魚川総合病院小ｿJ科渡辺裕紀他

特別講演：「成人の持続する咳l嗽診'折と治療一咳

喘息を含めて_」

新潟県立柿崎病院院長藤森勝一也先生

上越小児科医会は、会員数約30名、上越地区（上

越市、糸魚川市、妙高市）の小児医療を担っている

先生方の集まりです。隔月で症例検討会または講演

会を行っています。昨年11月、新潟大学小児外科教

授窪H1正幸先生に神経芽細胞腫について講演を賜I）

ました。小児がんとの長く熱い戦いに感動しまし

た。また、症例検討は主に若手の先生方が発表して

〈だきり、研修医（将来是非小ﾘ凸科入けしてほしい

です）の発表もありました。さらに小ｿ｡外科の先生

方にも毎|Ⅱ|貴重な症例を提示いただき、たいへん勉

強になっています。

１年間の活動を報告します。

■平成24年９月18日：第159回上越小児科医会

症例検討

１２個の磁性付き玩具の誤飲により３ケ所の小腸

一小腸瘻と腸閉塞をきたした幼児例

県立中央病院小児外科村田人樹他

同小児科水流宏文他

２．腹痛、発熱で発症した卵巣粘液性嚢胞腺腫の９

才女児例

県立中央病院小児外科内山，!｝則他

塚田こども医院小児科塚田次郎

特別講演：「夜尿症の薬物療法」

順天堂大学付属練馬病院

小児科先任准教授大友義之先生

iiN平成25年５月14日：第162回上越小児科医会

症例検討

Ｌ当科においてカルニチン補充療法を行った11例

の検討

県立''１央病院小児科水流宏文他

２．新生児期（生後１３日目）に手術したｌｃｙｓｔ型

１１１１道閉鎖症

県立中央病院小児外科内'１１昌則他

’'１小児科齋藤朋子他

特別演題

「小児急性中耳炎副鼻腔炎における新し

い治療の考え方」

長岡LI1央綜合病院耳鼻咽喉科部長

田中久夫先生r平成24年11月13日:第160回上越小児科医会

特別講演：「NiigataTumorBoard神経芽細胞臆の

より良い治療成績を求めて」

新潟大学大学院医歯学総合研究科

小児外科学分野教授窪|Ｈ派幸先生

３１

１１１且１１｢｡！･

鰹!Y１１〕ｉｉｊ１)iMjﾊｲ胤麟]蕊



平成25年1０月

■平成25年７月９日：第163回上越小児科医会

症例検討

Ｌソフトドリンクケトーシスにより非ケトン性高

浸透圧症候群をきたしたｌ例

一上越総合病|暁小児科林児久他

２意識障害を主訴に救急受診した１才８ケ月女児

３．歯ブラシ外傷により深頚部ならびに縦隔気腫を

きたしたｌ例

上越総合摘院小児科布施理ｆ他

｜Ⅶ耳鼻科坪田雅仁

特別講泣：「11常診療における小児心身ｿii：について」

長岡赤十字病院小児科部長lZll'二'二’篤先生

の１例

県立''１央病院小児科 額賀愛
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佐藤雅久さとう小児科医院

当医会は、旧三市中蒲原医師会所属であった小児

科医とその近隣の小児科医の集まりです。現MUや会

費はありません。年１０回程度の例会を行い、講演会

などの勉強会を通して、親睦と新しい知識の吸収を

行っている会です。また、開業医の輪番制による休

日診療を行っています。しかし、その輪番体１１診療

は、人手不足や老齢化によって体１１診療が不iil能に

なった仲間が出たため、対応医院が減少しました。

しかし、多くの医院は、現在も体１１診療を続けてお

ります。

また、今年も、下記の通り講演会を行いました。

平成24年９１１１日（上）

第１２回小児科耳鼻科懇話会

オゼックス細粒の使用経験

早１１|小児科クリニックｌｌＵｌ１広史先生

特別講演「小児で問題となる|肘性菌

～マイコプラズマを中心に～」

新潟大学医歯学総合病院小児科助教

大ｲ「智洋先生

この会は、亀田地区を中心に、小児科医と11？鼻科

灰がお互いに勉強し、親睦を図るために開催してい

ます。今年は第１３回を迎えます。

平成25年２１１６日（水）

特別講減「インフルエンザ鼓近のトピックス」

新潟大学大学院腿歯学総合研究科

国際UIL健学分野教授齋藤玲子先生

平成25年２）127日（水）

特別講演「小児気符支喘息

～適切な長期管理に|ｲﾘけて～」

大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

小児科部踵亀田誠先生

１z成25年５月2211（水）

ロタリックス最近の話題

ジャパンワクチン株式会社

特別講演「ロタウイルス胃腸炎とワクチンの効果」

新潟大学医歯学総合病院小児科助教

大石智洋先と'２

平成25ｲ'三６月26Ⅱ（水）

特別講減「熱性けいれんと小ﾘjてんかん」

独立行政法人国立ｿ両院機構1ﾊｲ新潟中央病院

小児科医長赤坂紀幸先生

工Ｉｚ成25ｲ１２７Ⅱ３１１１（水）

特別講演「教科書には載っていない低身長の診

療のコツ」

新潟大学医歯学総合病院小児科助教

長崎杵祐先生

これからも、この講演会、懇親会を続けていきた

いと思っておＩ)ます゜
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総務部１１１崎琢也
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平成25年３月９日（土）１６時半～

新潟市医師会理事会室

'１１席者：敬略称杭Ⅱ|富士雄、佐藤雅久、

佐藤男、桜)１コ守、梅澤哲郎、

中野徳、水澤一郎、阿部時也、

千葉高正、仁１１｣原義之、長沼賢寛、

小林武弘、佐藤昌子、庄司義興、

大塚武司、川l崎琢一也

委任状：柳本利夫、橋本諌也、大久保総一郎、

小川淳

３）ヒブ・小児用肺炎球菌・子宵頸がん予防

ワクチン：接種率の低い口治体に対する指

導

４）ロタウイルスワクチンについて；県から

IIJへの定期接種化の要望と公費補助

２．こども医療費助成の拡大；迦院医療費を所

得制限なしで小学校卒業まで拡大

３．新唯児聴覚検査体制の整備について

②新潟県産婦人科医会との懇親会

第llIIl：平成24年８H20H

lIl席者：新潟uiL産婦人科医会：徳永ｌＩＨ輝会長、

児玉省二副会長、高桑好一副会長

新潟県小ﾘj科医会：笹川富士雄会長、

佐藤雅久副会長、

佐藤魂副会長

今後の活動として

１．ロタワクチンを生後６週より開始すること

への協力

２．産婦人科が学校保健の|、で性教育、受験期

の生理Ｙ女子の禁煙教育など継続的に活動す

るための協力

３．子宮頸がんをはじめとしたがん検診、ＲＳ

ウイルス感染の問題などお互いに助け合い

４．今後も定期的に意見交換の場を作り、両会

が協ﾉﾉして活動していく。

第２１，肝平成24年11月１２１１

「２ケ)]からのワクチン啓発ならびに子宮頚帰

予防ワクチン公費助成対象者への秤発」

出席者：新潟以産婦人科医会：

徳永昭輝会長、児玉省二Fill会長

新潟U｢し小児科医会：笹川富士雄会長、

Ｌ笹川会長ご挨拶

２．会員動向（以下敬称略)平成25年３月７日現在

入会：本間丈成伊藤英子

退会：柴田史郎

会員数ｌＭＦｉ

3．平成24年度活動報佇

①新潟県福祉保健部將1j道秀部長との懇談

：平成24年８月3011

出席者：笹川富士雄、佐藤雅久、佐藤勇、

柳原俊雄、）||崎琢也

要望事項

Ｌ各種予防接樋について

ｌ）単独不活化ポリオワクチン及び４種混合

ワクチンのスムーズな導入：特にＢ契約に

ついて

２）ＭＲワクチン接穂率のさらなる向上に向

けての取り組み：３期、４期接種の最終年

度

3４
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新潟県小児科医会会報No.5２

佐藤雅久Fill会長、

佐藤男副会長

新潟県の行政担当者も参加

③アンケート

平成24年９月：インフルエンザ菌・肺炎球除i全

身感染症`患者調査

平成24年１０月：予防接種協力余に関するアン

ケート

平成24年10月：次['1診療報酬改定要望に対する

意見

平成25年２月：地域小児科総合医検討委員会か

らの県小児科医会主催の研修内

容アンケート

(ri各地区小児科医会への出席：会長・副会長

平成24年６月７日：県央小ｿ凸臨Di§研究会

：筏Ⅱ|会長、佐藤雅久副会長、佐藤男11111会長

平成24年７月ｌ８ｐ：阿賀北小児科臨床研究会

：笹111会長、佐藤雅久副会長、佐藤勇刑会長

平成24年９月26日：長岡ｔＨ野義セミナー

：終111会長、佐藤雅久副会長

ＩＣ[）新潟小児喘息治療研究会

：Ｖ成25年1１１１９１１（新潟）

(r）新潟UTL新生児蘇生法講習会「専門」コース

（Ａコース）：平成25年２ｊＩ９Ｈ（新潟）

③新1i〃UhL新生児蘇化1去講習会「専１Ｍ]」コース

（Ａコース）：平成25年３１１１０日（長岡）

(9)第280111|新潟市小児科医会集談会

：平成25年３月２日（丁上）（新潟）

※今後各地域で行われる研究会・講演会など

でオープンにできるものはNpmlcなどで開

催をお知らせする。

5．今後の予定

（工)第4511]|新潟県小児科医会学術満演会

平成25ｲ|ﾐ４月１３｢１（上）新潟東映ホテル

共催メーカー：ジャパンワクチン株式会社

講師：札幌医科入学小児科堤裕幸教授

演題：「ロタウイルス感染涼とＲＳウイルス感染

症」

(2)第46111|新潟県小児科医会学術識演会

平成25年ｌｌ１ｊ２１」（ｔ）新潟東映ホテル

共催メーカー：’'１外製薬

満Hilj；新潟県立がんセンター新潟病院

浅見忠子先生

(3)第431Ｊ'１[1本小児科医会総会フォーラム

ｉｎ大阪

平成25年６月８１１（上）～９（Ｕ）

大阪ｌＩｊｌＩ１央公会堂（大阪市）

(1)Ｈ本保育|刺保健協議会関東11]信越ブロック研

修会（保育士、保健帥が主）

平成25イド９）１８１１（||）

新潟ユニゾンプラザ

会頭柳本利夫副会頭佐藤勇

メインテーマ：「予防」

(5)第331''1東北・北海道小児科医会連合会総会

平成25ｲIﾐ１０月５１１（１２）～６１］（|」）、

於ホテルニューオータニ札|幌

シンポジウムのメインテーマ「未定」

⑯)第２ｌ１１ｌｌｌ｣本子ども虐待防''二学会

平成27年llH2011（金）～2111（士）

於：朱鷺メッセ大会長

４．共催・後援した研究会など

共催

①新潟小児ぜんそく治療懇話会

：平成24年６H30ロ（新潟）

②市民公開セミナー「ワクチンで守ろう！子ど

もの未来」：平成24年lｌＨｌｌｌｌ（新潟）

（豆）小児感染症特別セミナー：小児の溶連菌感染

症のすべて：平成25年１月2311（新潟）

後援

①第277111|新潟市小児科医会集談会

肝平成24年５）130日（新潟）

②第278Ｍ新潟市小児科医会集談会

：平成24年７)128Ⅱ（新潟）

（３’小児かんチャリティー上映会と講演会：大丈

夫／小児科医・細谷売人のコトバ

：平成24年１０月１３日（新潟）

’亜’第279回新潟巾小児科医会集談会

：平成24年lOkl24U（新潟）

（⑤ロタウイルスワクチンエキスパートフォーラ

ム：平成24年ll1j28日（新潟）

１
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平成25年1０月

接種券に一言添えることで公費負担はしてもら

えている。

実際に、副作用が出てその補償がなされなかっ

たという事例は今何の理事会では報告されな

かった。間隔のずれによるものではなく、公費

補助の時期を過ぎたものについては補助してく

れない事例はあった。

具体的に接種間隔のずれにより、不都合が生じ

た事例があるかメールで会員に伺う

行政に無理にこの件を問いただせば、かえって

公費補助さえもしてもらえなくなる恐れがあ

る。

⑤新潟医学会への協力について

：平成25年７月20日（士）

担当：斎藤昭彦教授

テーマ：予防接種（任意接種をどのようにした

ら定期接種にできるのか）

現在の任意接種に位置づけられているワクチン

について

ｌ）総論（水痘、ムンプス、Ｂ型肝炎ワクチン

のインパクト）

２）行政の立場から

３）病院勤務医の立場から

４）開業医の先生の立場から：県小児科医会代

表として発表者を選任

⑥ロ本小児科医会代議員、予備代議員変更（敬称

略）：任期は平成25年３月31日まで

代議員：笹川富士雄、平野春伸

→笹川富士雄、佐藤雅久

予備代議ii：佐藤雅久、佐藤勇

→平野春伸、佐藤勇

⑦内山聖教授の名誉会員への推薦

ただし、元々会則には特別会員や名誉会員の規

定がないため、この度新たに第３条に次の第２

項の文言を加える。（総会で決議）

第３条本会会員の資格は次の通りとする，

l新潟県在住の小児科医並びに小児科を主要

科Ⅱとして診療を行っている医師で、前条の

ｐ的に賛同する人。

２．上記の他、新潟大学医学部小児科主任教授

は本会の特別会員とし、また本会に特に功労

：新潟大学小児科齋藤昭彦教授

実行委員会；県小児科医会学術委員から選任

（笹川先生）

6．協議事項

①発展的解消した子育て支援委員会の名称：こど

もネットワーク委員会（委員長:佐藤勇先生）

、的：子供を取り巻く他業種（保育士・教諭・

助産師など）との連携

委員：林三樹夫先生、中野徳先生、

梅澤哲郎先生、奥111敬祥先生、

高橋秀雄先生

②予防接種パンフレットについて；新潟市小児科

医会と共同で発行予定。

予算：４０万：半々で出資：２０刀の支出を、総会

でご承認いただく

内容：任意も含めた２ヶ月から１歳位までのス

ケジュール。同時接穂の啓蒙。

「２ケ月のお誕生Ｕがワクチンデビュー

のロ」イラスト：ちやい文々

利)し'１方法：「こんにちは赤ちゃん」事業の際に

助塵肺より配布④産院・産科に配

置。

各地区の小児科から行政へ

監修：斎藤昭彦教授（内諾済)。

大きさ：Ｂ５二つ折り、発行部数：５万。Ｃｆ、

県全体で平成21年18000人弱の川生数

③新潟県小児科医会30周年記念について

平成26年３月2411,30周年

設立30周年記念講演、記念祝賀会：春は総会が

あるので平成26年秋に予定か

講師：齋藤昭彦教授

会場；東映ホテルあるいはイタリア軒

県の会報として「設立30周年記念特集号」を

組む。（53サが2014年４）】発行）

④スケジュールのずれたＢ契約の補償のⅢ題

定期接種の補償額と薬剤被害の補償十ｉｔ｢町村独

自で入っている補償の額は大きく変わらないの

では？

新発lUTl7はその保険のために年１０万支払ってい

る

3６
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７．その他

'①＃8000の状況（資料）；費用対効果の検証を行

政に打診してみてはというご意見があった。

執務後の|川'11については４月末分から郵送でき

るよう調難''１

②東日本大震災２年|-|の節ＬＩを迎えるが、なにか

判会として被災県を援助できないか？

実際に当会として、マンパワーを動かすことは

極めて難しい□そのためにも、昨年少なからぬ

額を被災県小ﾘj科医会に寄付した。今の所｣j会

としては動くことは難しいのではないか？

③当会ホームページの感染症情報の情報更新が－

があった会員を名誉会員に推す。

(8)Ｈ本小児科医会名誉会員の推薦について

稿誉会員の基準：会員歴１０年以上、８０歳以上の

会員で、

ｌ、「1本小児科医会の理事、監jLIl、および議腫、

副議長に原則として１０年以上在職し、功績顕

著であったもの

２、日本小児科医会の代議員として通算１０年以

化活動し功績顕著であったもの

３，’1本小児科医会の各種委員会委員として通

算１０年以上活動し功績顕著であったもの

４、その他本会の活動に永年にわたり１１０勺し、

部の地域しか行われておらず、他ｃ

ている。

担止iの先生には更新をお願いする。

他の地域は滞っ前２サに準じ、功績顕著〈

廣川宏先生を推薦する。

功績顕著と認められるもの

３７
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川崎琢也総務部

平成25年４月l３Ｈ（二t）於新潟東映ホテル

会長挨拶：縦川富士雄会長

議長選出：鈴木好文先生

会員184名、出席64名、委任状提出者57名で、過半

数に達し総会は成立

議事

Ｉ、平成24年度会務報告

Ｌ平成24年度新潟県小児科医会役員（敬称略）

子どもネットワーク委幽会

（|Ⅱ子育て支援委員会）

佐藤勇、林三樹夫、中野徳、奥川敬祥、

梅澤哲郎、高橋秀雄

救急委員会阿部時也

新潟UTL麻しん対策会議佐藤雅久

Ⅲ本小児科医会関係

代議員筏)||富士雄、平野春伸

子Iilli代議員佐藤雅久、佐藤ｌ刀

予防接種委貝会委員（ブロック推薦）

仁[Ⅱ原義之

地域小児科総合医検討委員会委員

（ブロック推臓）佐藤勇

救急扣当理事（各県より－詞）佐藤雅久

一般社団法人１１本保育園保健協議会佐藤勇

２．会員動向（敬称略）

入会：斎藤昭彦唐澤環本'''１丈成

伊藤英子仁科派裕

退会：柴|Ⅱ史郎唐澤環

会員数184名（平成25年４月８１１現在）

３．節311111総会平成24年４)｢１７１１（」z）

新潟東映ホテル

４．ＨｉｌＪ){会

１z成24年度第１１Ⅲ1理事会平成24年７）１７ｐ

新潟ＴＩj医師会理事会室

、Iz成24年度第２回理事会平成25年３)１９日

新潟ilj医師会瑚事会室

会長統川富士雄

副会長佐藤雅久、佐藤勇

理事中野徳、塚野真也、平野春(１１１、

橋本護山、柳本利夫、阿部時也、

大久保総一郎、小)Ⅱ淳、桜艸Ｔ、

Ⅱ|崎琢也、梅澤ﾔT邸、笠原多)|)１１幸、

千葉高Jr、水澤一郎、佐藤昌子、

小林武弘、仁'''１片(義之、小西徹、

郡司哲己、ｌｌｌｌｌｉ篇、奥川敬祥、

林三樹夫、長W{贋寛、大右智洋、

柳原俊雄、五十嵐隆夫

監事庄司義興、大塚武司

顧問太|Ⅱ裕、廣川宏

総務部川|崎琢也、佐藤,口,丁・

会報編集委員会桜ブニト守、大iiJJ原信人、

朴ｉｌｌＩ樹、唐澤環

経理部水澤一郎

ＨＰ管理者笠原多加幸

ＭＬ管理者山崎』恒

社会保険部橋本謹也

学術部）人久保総一郎、小Ill涼、小林武弘、

大石智洋

子どもの心対策委員会佐藤昌子

勤務医部平野春伸、塚野真一也

感染症・予防接種委員会

林三樹夫、’'１野徳、奥川敬祥

５．新潟U｢し小児科医会会報

第49り平成24年４）１１０Ⅱ発行

第501.．平成24年１０)ｊｌＵ発行

６．学術講演会

第431'１|新潟県小児科医会学術講演会

平成24年４月７日（土）新潟東映ホテル
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３．新生児聴覚検杏体制の整備について

(②新潟県産婦人科医会との懇親会

第１回：平成24年81120日

出席者：新潟ﾘ|(産婦人科医会:徳永昭輝会瞳、

リ凸玉省二副会長、高桑好一副会長

新潟県小児科医会：筏川富士雄会長、

佐藤雅久副会長、

佐藤勇副会長

今後の活動として

Ｌロタワクチンを生後６週より開始するこ

とへの協力

２．産婦人科が学校保健の面で性教育、受験

期の生理、女子の禁煙教育など継続的に活

動するための協力

３．子宮頸かんをはじめとしたがん検診、

ＲＳウイルス感染の問題などお互いに助け

合い

４今後も定期的に意見交換の場を作り、１，１１

会が協力してliIi動していく１

第21111：平成24年１１)Ｅｌｌ２Ｈ

「２ヶ月からのワクチン啓発ならびに子宮

頸がん了防ワクチン公費助成対象者への

啓発」

出席者：新潟県産婦人科医会：徳永昭輝会

長、児玉省二副会長

新潟県小児科l歪会：笹川富士雄会長、

佐藤雅久副会長、

佐藤勇副会長

新潟県の行政担当希も参加

③アンケート

平成24年９)ｊ：インフルエンザ菌・肺炎球菌

全身感染症`患者調査

平成24年１０月：予防接種協力金に関するアン

ケート

平成24年１０１卜ｊ：次回診療報酬改定要望に対す

る意ｈＬ

平成25年２月：地域小児科総合医検討委員会

からの県小児科医会主催の研

修内容アンケート

④各地Ⅸ小児科医会への冊席

平成24年６月７１１：Ｕ１Ｌ央小児臨床研究会

レセプト雰査上の最近の問題点

社会保険部橋本謹也先生

小児における抗菌薬の適正使用

新潟大学大学院医歯学総合研蔦究科

小児科学分野教授齋藤'１｢{彦先生

第441'１]新潟県小児科医会学術講演会

平成24年１０月６日（士）新潟東映ホテル

レセプト審査この最近の問題点

社会保険部橋本謹也先生

輸入不活化ポリオワクチンの経験

ぼくとわたしの小児科院長朴直樹先生

不活化ポリオワクチンを考える

独立行政1去人IlZ1立病院機構福岡病院小)Ｗ;｝

統括診療部長岡ⅡＩ賢司先生

７．第32回東北・北海道小児科医会連合会総会

平成24年１０月27日（士)、２８ロ（ロ）

青森国際ホテル

シンポジウムのメインテーマ

「予防接種現状とこれからの課題」

シンポジスト：庄司義興先生、

演題名「新潟県の広域的予防接種について」

８．平成24年度活動報告

①新潟県福祉保健部若月道秀部長との懇談

：平成24年８月30日

出席者：笹川富士雄、佐藤雅久、佐藤勢、

柳原俊雄、川崎琢也

要望事項

１－各種予防接種について

ｌ）単独不活化ポリオワクチン及び４稗混

合ワクチンのスムーズな導入：特にＢ契

約

２）ＭＲワクチン接種率のさらなるliijtに

向けての取り組み：３．４期接種の最終

年度

３）ヒブ・小児用肺炎球菌←子宮頸がん予

防ワクチン：接種率の低いＦ１治体に対す

る指導

４）ロタウイルスワクチンについて；県か

ら国への定期接種化の要望と公費補助

２．こども医療費助成の拡大；通院医療費を

所得制限なしで小学校卒業まで拡大

3９
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：笹川会長、

佐藤雅久副会長、

佐藤勇副会長

平成24年７月l81EI：阿賀北小児科臨床研究会

：樅Ⅲ会長、

佐藤雅久副会長、

佐藤勇副会長

平成24年９月26日：長岡塩野義セミナー

：笹川会長、

佐藤雅久副会長

９．共催・後援した研究会など

共催

①新潟小児ぜんそく治療懇話会

：平成24年６月30日（新潟）

②市民公開セミナー「ワクチンで守ろう！子

どもの未来」：平成24年１１月１１日（新潟）

③小児感染症特別セミナー：小児の溶連菌感

染症のすべて：平成25年１月23ロ（新潟）

後援

①第277回新潟市小児科医会集談会

：平成24年５月30日（新潟）

②第278回新潟市小児科医会集談会

：平成24年７月28日（新潟）

③小児がんチャリティー上映会と講演会

：大丈夫／小児科医・細谷亮太のコトバ

：平成24年１０月13日（新潟）

④第279回新潟市小児科医会集談会

：平成24年１０月24日（新潟）

⑤ロタウイルスワクチンエキスパートフォー

ラム：平成24年11月28日（新潟）

⑥新潟小児喘息治療研究会

：平成25年１月19日（新潟）

⑦新潟県新生児蘇生法講習会「専門」コース

（Ａコース）：平成25年２月９，（新潟）

⑧新潟県新生児蘇生法講習会「専１１１]」コース

（Ａコース）：平成25年３月１０日（長岡）

⑨第280回新潟市小児科医会集談会

：平成25年３月２日（士）（新潟）

10．今後の予定

①第43回日本小児科医会総会フォーラム

ｉｎ大阪

平成25年６月８日（士）～９Ⅱ（｢I）

大阪市中央公会堂（大阪市）

②第688同新潟医学会

：平成25年７月20日（士）午後３時～５時

シンポジウムテーマ：こどもの予防接種を

考える

企画：斎藤昭彦教授

現在任意接種に位置づけられているワクチ

ンについて

ｌ）総論（水痘、ムンプス、Ｂ型肝炎ワクチン

のインパクト）

２）行政の立場から

３）病院勤務医の立場から

４）開業医の先生の立場から：県小児科医会

代表として発表者を選任佐藤勇先生

③n本保育園保健協議会関東甲信越ブロッ

ク研修会（保育士、保健帥が主）

平成25年９月８Ⅱ（日）

新潟ユニゾンプラザ

会頭柳本利夫副会頭佐藤勇

メインテーマ：「予防」

④第33回東北・北海道小児科医会連合会総会

平成25年１０月５日（士）～６日（日）

ホテルニューオータニ札幌

シンポジウムのメインテーマ「未定」

⑤第46回新潟県小児科医会学術講演会

平成25年11月２日（士）新潟東映ホテル

共催メーカー：中外製薬

講師；新潟県立がんセンター新潟病院

浅見恵子先生

⑥第２１回11本子ども虐待防止学会

平成27年11月20日（金）～21日（士）

於：朱鷺メッセ大会長：新潟大学小児科

齋藤昭彦教授

実行委貝会；県小児科医会学術委員から選任

Ⅱ、協議事項

Ｌ予防接種パンフレットについて

内容：任意も含めた２ヶ月から１歳位までのス

ケジュール□同時接種の啓蒙。

仮題：「２ケ月のお誕生日がワクチンデビュー

４０
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会則の変更と|PLI山聖先生の名誉会員推薦は

承認された。

3．日本小児科医会代議員、予備代議員変更（敬

称'１１片）：任期は平成27年３月31日まで

代議員：筏川富士雄、佐藤雅久

予備代議員：平野春伸、佐藤男

承認された。

の日」イラスト：ちやい文々ざん

利用方法：「こんにちは赤ちゃん」事業の際に

助産師より配布。産院・産科に配置

各地区の小児科から行政へ

監修：斎藤昭彦教授（内諾済）

大きさ：Ｂ５二つ折り、発行部数：５万

予算：４０万：新潟市小児科医会と半々で出資、

共同で発行予定：２０万の支出

承認された。

２１'１１１１聖教授の名誉会員への推薦

ただし、元々会則には特別会員や名誉会貝の

規定がないため、この度新たに第３条に次の第

２項の文言を加える。（総会で決議）

第３条本会会員の資格は次の通りとする。

１．新潟県在住の小児科灰並びに小)且科を主要

科目として診療を行っている医師で、前条の

目的に賛同する人。

２．上記の他、新潟大学医学部小児科主任教授

は本会の特別会員とし、また本会に特に功労

Ⅲ、会計報告

Ｌ平成24年度会計報告：承認された

①一般会計収支報告

②積立資金特別会計収支報告

２．平成25年度予算案：承認された

、連絡事項

新潟県小児科医会30周年記念事業について

Ⅳ、

平成26年３月24n３０周年

設立30周年記念講演、記念祝賀会を行う予定

新潟県小児科医会会報として「設立30周年記

念特集臺号」を組む予定があった会員を名誉会員に推すに，

■､J１ ４１
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会長笹川富士雄

日本小児科|夷会平成25年度定'1寺総会が平成25年６

月８日に大阪市中央公会堂で開催されました。これ

まで笹崎義博先生、平野春信先生が代議員として出

席されていましたが代議員交代となって今川初めて

佐藤雅久代議員と一緒にｌｌ１ｌ諾して参りました□会場

となったこの公会堂は1918{1ﾐにオープンしました。

１割の軍要文化財となっていて、１１本銀行本１１if、’１１両

脚国技館を代表作とした辰野全吾が実施設計したも

のです。老朽化がＨ立ったため2002年にリニューア

ルオープンしていますが、彼が得意とした赤煉瓦に

白い石を帯状に巡らせるデザイン（辰野式建築）で、

一目でそのすばらしさが伝わってきます。内部の重

厚さも使いにくさを補ってあまりあるものがありま

す．

さて、この格式高い建物で開催された定時総会の

最初に、松平隆光会長が挨拶されました。そのほと

んどが二十数年にわたって議論してきた「小1,1Ｊ保健

法」制定に関してでした。政椛が変わるたびに一か

ら出直しとなっている。今'''１の仕切1)直しでは日本

医師会、議員との話し合いのｉｌ１でこれまで巡りの

｢小児保健法」ではなく、「と|え行基本法」へと切り粋

えることになった｡そしてその経緯を丁寧に税lﾘ]さ

れていらっしゃいました。「『生育基本法』とは胎児

期から新生児期、乳幼児期、学竜期、思春期を経て

次世代を育成する成人期まで余る『人のライフスタ

イル」の課程で生じるさまざまな健康問題を包括的

に捉え、それに適切に対応するために必要な法律と

位置づけられる｣。「｢生育基本法」の概念は、｜｢小児

雄本法』の検討内容を広げたもので、要望内容の後

退ではない｣。現在、基本Ｊ１'1念と具体的内容につい

て最終とりまとめをして'１本１発ililj会理事会に諮るこ

とになっているそうです。

その後、６つの議案が審議されました。

新潟ＵＭ､児科医会にとっては妓後の「第６け議

案名誉会員の了承を求める件」が最重要の議案で

した。今年の２月26ｐ、東北ブロック会長、奥村秀

定会長から「名誉会員推薦についてのお願い」が届

きました。東北ブロックから１名推薦するので新潟

県から候補者があれば連絡してほしいとのことでし

た。ちなみに名誉会員は長年にわたり’'水小児科医

会に両1獣された80歳以上、会員歴１０ｲ1：以上の先叱

で、推薦基準は||本小児科医会表彰を満たす方（第

３条（２）代議員として通算１０年以上活動し功績顕

著であったもの（４）その他本会の活動に、長年に

わたり関与し、前２号に準じ、功絞顕若と認められ

るもの）となっていました。そこで、三役の先生方

とﾎⅡ談し、上記推薦基準を十分満たしていると考

え、｜黄川宏先生を推薦することに致しました。先

生は新潟UiL小児科|髪会の創設期から活蹄され、現在

｢新潟ﾉﾉ式」として全国に先駆けて実施された「広

域的予防接種制度」を、中心になって作り上げた業

績があ1)、現在は新潟県小児科医会の粕ﾈＩｌ１的支えと

して私たちにはなくてはならない人先輩です。後

Ｕ、奥村先生に連絡を取って了解を得た｣２で正式に

推薦致しました。６月811の定時総会に先立ち開催

された王'11無会で全員異議なく承認され、定時総会で

も無可八異議なく承認されました。先11ﾐで26人L1の

名誉会旦ということになりました。先生にとっては

もちろんのこと、新潟県小児科医会にとっても先生

の１１本小児科|憂会に対しての貢献が認められたいへ

んうれしい限りです。これからも健康にfW怠され私

たちを導いていただければ幸いです。

その他の議案、第１号議案平成24年度事業報告

の承認を求める件、

第２号議案平成24年度収支決算書の承認を求め

る件、

第３号議案当該事業年度の公益|｣的支ｌｌ１計画の

実施報佇及び公益'１的支川計画の完了予定iLjJ業年度

の変與の承認を求める件（実施期間を１年'''１延長し

て平成25年度末までに完了させる)、

４２
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私個人としては、初めて代議j三iとして総会に出席

し、違った視点で今回の総会フォーラムを見ること

ができました。企１，運営などから改めて大阪とい

う土地の歴史、底ﾉﾉを1111で感じ取ることができ、た

第４号議案平成25年度事業計画案の承認を求め

る件、

第５号議案平成25年度収支予算案の承認を求め

る件

につき審議され、いずれも異議なく承認されまし

た。

最後に、松平会長より鹿児島の鮫島真一先生に内

藤壽七郎記念賞を授与することが報告され、続いて

いへん有意義な会となりました。

授与式が行われ閉会となりました。

4３



…鳶…:..！"

＝'１１ｉｎか,繩…ｽ｢:7(;鋸感鰍1Ｊ
￣ｉト

!~~'11Ⅱ_､ｉ弊J_…11--.-1-,…--'.,1１--,`１
－：鼎向鴛稲拭－－－…～ヨｉｍｊ?i:騨簿|津

１ｉ',－，，ｉ,,,．．、-,.-...減!_鉱iij;ルー･－..,ト.十k%_ｹﾞﾙﾑｰﾎﾞ.．:＿

“i鷺山"1%凝必｣:ｗ…'Ⅲ､Ⅱ１ｺ…汽iiJ

革i1iJO掴

jiiiiIIill]ｌｌｉｌｌ． H蘆ilI1ilMiUIiiiIIEilIill菫iiiI1ijiIfIlIiijil簿1IliiiMliiii)ｉｉ，liillil1llli1iijii

剣二回Ⅸ mqaH冊Ⅳ

職；聯鼬蕊穂，〉た溺冒ｊ…蝉ハ…ｉゴ，－ 灘；；噸灘鰯’懇顛牡農鍵露：曇識Z1t域：ｉ謎謬韓轍慈螺掌…Ｉ１列：Ｖ，：ヤド

畠Ｉ会長佐藤雅久

平成25年４月ｌ３Ｕに日本小児科医会が推進する

｢小児保健法」（現成育基本法）の制定推進集会が開

かれました，当日は、県小児科医会総会に当たって

おり、会長が出席出来なくなりましたので、（総会

に居ても居なくとも良い）私一人が出席して来まし

た．

プログラム

基調講演：

「日本の医療制度と社会保障」

東京医科歯科大学大学院医療経済学分野教授

川渕孝一先生

シンポジウム：

「小児保健法の制定にむけて」

日本小児科医会会長松平隆光先生

「日本医師会の取り組み」

ロ本医師会常任理事（産婦人科医師）

今村定腿先生

「将来の社会保障制度」

民主党参議院議員（内科医師）

桜井充先生

基調講演では、医療経済学者の川渕先生が、「医

療制度と社会保障」の将来について話されました｡

現在日本は、「少子化高齢化の急速な進行」という

問題を抱えている□深刻な高齢化を考えると、ロ本

の少子化は様々な問題を起こす。1985年（昭和６０

年）には、6.5人が１人の高齢者を支えていたが、

2011年は2.5人、2025年にはＬ8人、2050年には1.2人

が１人を支える事になる。このままでは、現在の社

会保障制度を維持するのは不可能に近いし人、減少

が、全県に及ぶのは2020年からであり、2040年には

高齢化率が全県で３割を超え、１５歳未満の割合が

１０％を切る市町村が６割になる□このため、社会保

障・税一体改革法案の実現が必要である．一方、家

族関係社会支冊の対ＧＤＰ比は、スウェーデンや英

国では３％を超えているが、日本は079％で、米国

の0.69％に次いで低い｡よって、まだ医療費、児童

手当など、子どもにお金を使う必要がある□

「2025年のあるべき医療・介護の姿」は、診療報

酬を上げて、下記の３項目を充実させる□①救急、

産科、小児科、外科等の急性期医療を適切に提供し

ていくことができるように、勤務医等負担の大きな

医療従事者の負担軽減・処遇改善の推進を図る゛

②地域医療の再生をＮる観点から早期の在宅|医療へ

の移行、社会復帰に向けた取り組みの推進｢:在宅医

療の充実を図る□③がん治療、認知症治療などの推

進のため、医療技術の進歩の促進と導入を図るた

め、その評価の充実を図る。その財源として考えら

れるのは、今まで介護保険の被保険者でなかった２０

歳～39歳から介護保険料に相当する額を徴収する。

それによる増収は9,547億円になる。それを、児童

手当、年金α介護に当てると、児童手当を増額し、

診療報酬も上げることが出来る｡ただし、そのよう

な増税ができるかどうかは、議論しなければいけな

いｃ

続いて、小児科医会会長の松平先生の講演があり

ました。

先生は、以前より小児保健法の制定（医師会等と

協議により、現在は「成育基本法」となっている）

を国に働きかけています。

現在は、親にとっても、育つ子どもにとっても安

定した生活を保障するための多様な経済的、身体

的、精神的な支援が必要になっている。そのため

に、現行の医療保健制度、母子保健法、学校保健安

全法、児童福祉法などの法律を参考にして、保健・

福祉・医療を包括した子どものための総合的社会支

援制度を検討すべきである。
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子ども・子育て新システムの基本ＩＩｊＩ度は、①子ど

も・子育て支援に関わる体制と財源の一元化。②市

町村による自由な給付設計。③「こども園」への一

体化。④多様な保育サービスの提供。をⅡ指すもの

である。

その基本理念は、次のような事です。①子どもの

視点から考える。②子どもの発育にとって家庭こそ

が基本の場所であり、子どもの育成は親の責任であ

る。従って行政の支援は、家庭での子育ての質をあ

げることを目的とすべきである。③子どもへ福祉

サービスを提供する前提として、子どもを特別な権

利と必要性を持った独立した存在とかんがえるべき

である。

その基本理念から、成育基本法は、下記の項Ⅱを

盛り込む予定である。

（⑪「子どもの権利」を守る。子どもの虐待防ｌＬ

貧困家庭への援助

②子どものための国の予算を増やす。待機児童

解消、家庭育児支援

③「子ども家庭省」の設置。縦割り行政の弊害

を解消

④育児と仕事が両立できる社会

’＠’全てのワクチンの無料化

⑥子育て会議の設置

成育基本法の制定を、医師会、学会、医会が協力

して進めたいものです。

次にロ本医師会常任理事の今村先生の講演があり

ました。

医師会では、子ども支援[1本医I111j会立言を川し

て、子育て支援をおこなっている。

現在成立をめざしている、成育基本法は、基本法

(理念法）であり、具体的な内容は含んでいないが、

この法律が成立施行されれば、子ども支援はかなり

進展することが予想される。医師会としても、成立

へ全面的な協力をするとのことでした。

医師会が計面している成育基本計llhiに艦り込む事

項は15項目である。

ｌ）’1と(春1UlのＪ一どもへのIｿﾞ|ﾐ教育・)〔LA春期医療の充実

２）周産期母子健康チェックと保健指導の充実

３）臨床的に有効`性が示されている胎児治療の保

険診療化

４）出産育児一時金の充実

５）周産期医療体制の充奨

６）父親の育児への参画を支援する制度の充実

７）小児医療費助成制度の充実

８）世界標準を満たす予防接穂体制の構築

９）小児健康手帳の充実

１０）子どもに対する生命・健康教育の充実

１１）子どもの健康相談体制の充実

１２）子どもの健康診森体ＩｌｊＩの充実

１３）障害児（者）・発達障害児（者）と家族への

支援

14）慢性疾AijAを持つ子どもの成人移行の際の体制

允実

１５）その他：那故の予防など

全てが実行されることは難しいでしょうが、我々

小児科医は、このような具体的な１１標を持って診療

し、地域医療に貢1歌していかなければならないと)11Ａ

います。

最後に、乢三i了党参議院議員で、内科医師でもある

桜井先生の講演があ1）ました。

社会保障に対しての国民の負担は、諸外国に比べ

れば低い。しかし、その負担も増加する一方であ

る。医療を産業と捉え、発展させることで、内需と

雇用が創lLlIできる。公共事業は一時的な雇用の増加

を生むだけで、iiE業育成はしないが、介護事業など

の医療は、絲済効果や雇用剣{Ⅱが大きい。医療費iil」

IIifは医療崩壊を招くだけで、医療の改善に寄与しな

い。薬剤研究による新製品（創薬）や治療法の開発

(知的産業）は雇)１１を生み、社会保障制度を充実さ

せる産業であり、一番の成長が期待される。

いろいろと書きましたが、述べたかったことは、

ただ一つです。

成育基本法の成立を支援しましょう。
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平成25年1０月

iiF1iiii1lil職il1l]Iili室lill長IiiI11蟻譲ii1臓緬i菱i薑i鍵1重i雲l舅

仁田原義之

上記委員会が、第2411'|総会フォーラムに合わせ６

月１０Ⅲ大阪市で開催され、医会副会長、理事、委

員以下14名出席⑰

＜＜報告事項＞＞

ｌ）理事会報告＝①小児保健法を成育燕本法と名称

変更し、今後新政府と交渉していく、②予防接種

リスクマネージメント委員会の発足。

２）学会予防接種委員会報告＝①ヒブワクチンの追

加接種の接種間隔７～13ケ月の13ケ月の部分の削

除を求める、②ワクチン|可士の接種間隔について

要望書を提出しているが実現していない、③各種

ワクチンのキャッチアップスケジュール作成中

で、近々学会ＨＰにアップ予定．

３）予防接種推進専門家協議会報告＝米国ファルマ

との意見交換で、ロビー活動では、協議会などの

アカデミアがきちんとした情報・データを提示す

る必要性が話された。

４）「ビジュアル予防接種マニュアル」（普及稗発事

業）８１j25日発売予定。定価3000円

５）予防接種情報の医会ＨＰへの掲載、①ヒブ、小

児用肺炎球菌、子宮頸癌予防の３ワクチンの定期

接種か、定期接種による副反応報告が義務付け。

報告の基準や様式も変更され、従来の市町村への

報告でなく、厚労省に直接ＦＡＸでの報告方式に

変更。②結核及び日本脳炎の定期接種対象者の変

更、結核の定期接種対象者が「生後６ケ月になる

まで」から「生後１歳になるまで」に延長、平成

７年４月２ｐ～５１Ｆ１３１Ｍ三まれの方も［１本脳炎の

特例措置の対象となり、平成７年４月２日～平成

１９年４月１日生まれの人（平成25年度で高校３年

相当年齢から小学１年生）は、２０歳になるまでは

定期接種が可能。③ＭＲワクチンの３期・４期の

定期接種は、多くの未接種がいるにもかかわら

ず、同の制度としては３月３１１１をもって終丁。

６）「風疹にかかる臨時の予防接種の実施に関する

要望書」を提出したが、政務官の回答からは、現

状では実施される可能性はないと思われる。

７）プレベナー13水溶懸濁注（沈降13価肺炎球菌結

合型ワクチン）の承認（５月27日)。

＜＜協議事項＞＞

ｌ）予防接種広域化調査＝現在32都道府県で行われ

ており、３５都道府県に拡大予定。

２）インフルエンザ菌・肺炎球菌侵襲性感染症調査

＝ワクチン公費補助で明らかに魁者数が減少した

ことにより、本年度調査で終了□

３）予防接種E|□負担状況調査＝全国1750市区町村

に対して直接調査予定可併せて任意接種への公費

負担の状況も調査予定。

「予防接種リスクマネージメント委員会の設立」

１１皮阜の予防接種事故（異常死として最初に警察

が介入しマスコミ報道）に小児科医会として援助

が出来なかったことの反省に基づき設立。「何か

会員に事故が起きたら、事務局員と委員長が現地

入りし、当事者の先生をサポートして、初期対応

に当たる｡後は地元医師会、小児科医会に引継ぎ

をする。期限は当日と翌日の２日間｣団予防接種

のFill反応報告が直接厚労省に変わったため、情報

が市町村に戻るのにタイムラグを生じ、この事が

問題の解決を難しくするので、国に報告すると同

時に市町村にも報告する必要があろう。

予防接種予診栗の川紙の色の違いについて＝用

紙の色の違いが誤接種につながる事例もあり統一

できないかとの意見があったが、実施主体が市町

村のため、統一は困難。

＜＜風疹の情報提供＞＞

５月から６月にかけて山陰の地方都市の保育園で

ＭＲワクチン接種済みの幼児が次々に軽症風疹にか

かり修飾風疹のような状況となった。詳細は調査

'''○
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四札

川崎琢也総務部

①第331111東北・北海道小児科医会連合会総会

平成25年１０１］５日（士）～６１１（ロ)、

於：ホテルニューオータニイン札|幌

テーマ「小児救急医療体制一医会・学会・行政

の連携」

新潟県シンポジスト：佐藤雅久先生

演題名：新潟県における小児救急医療の変遷と

現状―特に新潟市を中心に－

②第9111111本小児科医会生涯研修セミナー

平成25年１０１１１４日（月：祝川、

於：ホテルⅡ航金沢

特集：’1常診療で陥りやすいピットホール

③第３ｌ１ｌ１市民公開セミナー

「ワクチンで守ろう！子どもの未来今、聞き

たい予防接種について」

平成25年１０月１９日（士)、

於：新潟市総合保健医療センター２Wf満堂にて

共催：新潟市小児科医会、新潟県小IW11天会、

新潟市助産師会

④新潟小児腎循環器フォーラム

平成25年11月１５日、

於：右壬会館

時間：午後７時より予定（時間変更になる可能

‘性もあります）

⑤第46111Ｉ新潟県小児医会学術講演会

平成25年11月２日（上)、

於：新脚東映ホテル

講師：こども医院はしもと橋本謹也先生

レセプトの注意点

はしもと小児科橋本尚十先′ｋ

ＴＡＲＣを指標とした乳幼児アトピー`|ｿ|ﾐ皮

府炎の淌療

新潟！TLIIEがんセンター新潟病院

浅兄恵丁-允上'三

小児がんに関する話題

共催メーカー：ＩＩＪ外製薬（株）

⑯）第１０回新潟川崎１，)iIijW究会

平成26年２月８１１（｣二）１６:00～17:4５（予定)、

於：新潟グランドホテル５Ｆ「常盤」

特別講演：東邦大学医療センター大森病院

小児科学分野教授

佐地勉先生

⑦第47回新潟県小児科医会学術講演会

平成26年４月５１１（土)、

於：新潟東映ホテル

講師：來北入学機能薬FM学分野教授

谷内一彦先堆

非鎮静性抗ヒスタミン薬の薬理学的特徴

ｊｔ催メーカー：脇利発iiiヂキリン

(E）第25mⅢ本小児科医会総会フォーラムｉｎ珊手

復興を担う子どもたちのために

～小児|矢療の温故知新～

平成26ｲF６Ｍｌ４１１（｣二）～l５Ｈ（日）、

於：盛岡市民文化ホール

⑨第２１回１１本子ども虐待防11学会

平成27年ll1FI201］（金）～21ロ（士）

於：朱鷺メッセ大会長：新潟人学小児科

齋藤昭彦教授

■お願い

会員の先生方で、勤務先.ごｎ毛住所の変更、

メールアドレスの変、休院・閉院などのご変更が

４７
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平成25年1０月

ございましたら、総務1111111ifI3(山あて、ご連絡いただ

けますと幸いです。その際必要に応じ次ページ、変

更申請評をご利用ください〕

（
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新潟県小児科医会入会・変更申請書
必､要なﾉJにﾒLをお付けください

平成年月日

新潟県小児科医会会長殿

新潟県小児科医会に入会・変更を申請いたします。
必要な方に丸をお付けください

注)変更の際は、変更部分のみ記載してください。

新潟県小児科医会メーリングリストへの登録□登録する□登録しない

入会･変更を申請される方は､新潟県小児科医会総務川崎琢也

T950-0941新潟市中央区女池4-19-10かわさきこどもクリニック

ＴＥＬ:０２５－２８１－８７００、ＦＡＸ:０２５－２８１－８７０１、

email:kawatakuya2001＠yahoo､ＣＯ､jｐにご連絡ください。

4９

ふりがな

氏名

生年月曰 昭禾ﾛ･平成年月曰

勤務先名

勤務先住所

ｌ
Ｔ

勤務先TEL

勤務先FAX

自宅住所
ｌ
Ｔ

自宅TEL

メールアドレス

勤務形態 □開業医□勤務医□その他

送付先 □勤務先□自宅
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後、己

記録的な猛暑と豪雨が押し寄せた2013年も既に初秋。2020年東京招致決定にマスコミは沸

き立っていますね,時の速きにも増して医学の進歩は実に'二1党しいものがあります｡重篤な感

染症しかり，癌しかり，現代では，心脳血管疾患や糖尿病が標的になっています。数が多く

生命に直結する疾魁であれば貢献度は大きく研究は拍車がかかります。

残念ですが逆を言えば，数が多くとも命に関わらない疾,患や，命に関わるといえども稀な

疾患は研究が進みにくいのが実情です．そのような分野であろうとも日夜研究に従事きれて

いる先生方には心底より頭を垂れる脱いです。

学術記事は，大学長|I|奇啓祐先生に，「低身長児のみかた、考え力～低身長症の診療にお

ける初期対応について～」を寄稿していただきました。標準偏差から逸脱するという低身長

の定義で元より多くはない疾,忠です｡その中でも医学的な治療介入ができる疾患は更に少数

になります。医師にとって治療が必要な疾`患を診断する姿勢も大切ですが一方で治療介入

ができない「家族性低身長」などに不必要な検査を避けるのも肝要と,1,1Aいます。’１歯み締めて

おきたい素晴らしい論文になっています。

随筆は，先号にリ|き続き，浅見直先生に登場していただきましたに,「茶碗蒸し」を題材に

されています。調理人を裸にするような先生が持つ研究者の絨密さを垣間見る醍醐味があり

ます。

巻頭言は，子育て支援分野に新たな活動拠点となる「了育てなんでも相談センターきらき

ら」のご紹介です。各省庁所管毎にできた施設や制度を如何に有機的に結合し保護者と児童

の福祉に繋げるか小児科医に役割が求められています。長年この分野で尽力されている佐

藤勇先生ならでの味わい深いものと受け止めました。

５２号を発刊するに際し，ご協力いただいた先生方に謹んで感謝いたします。

（大河原信人記）
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